
大連3・4日間 大連・旅順3日間

●発着地：北九州　　 ●発着地：北九州　　

●利用航空会社：中国東方航空(MU) ●利用航空会社：中国東方航空(MU) 

●利用ホテル：インターコンチネンタル大連、シャングリ ラ ホテル大連、ホテル ニッコー大連 ●利用ホテル：ホテル ニッコー大連 　

●食事：（3日間）朝食1回・昼食0回・夕食0回　（4日間）朝食2回・昼食0回・夕食0回　 ●食事：朝食2回・昼食1回・夕食2回

●添乗員：同行しません ●添乗員：同行しません　現地係員がご案内します　

＜基本（M0）＞現地での連絡先は最終旅行日程表にてご案内します ●最少催行人員 ： 2名（2名様以上でお申し込みください）

＜空港～ホテル間往復送迎プラン（M1)＞現地係員がご案内します　 ●渡航手続きについて：裏面の■渡航手続きについてをご確認ください

●最少催行人員 ： 2名（各コースNo.ごとに2名　2名様以上でお申し込みください）

●渡航手続きについて：裏面の■渡航手続きについてをご確認ください

　

【共通】●上記日程からの別行動・減延泊はお受けできません。　●中国では地上手配時にパスポート情報の登録が必要となります。ご旅行お申し込み時に販売店にお知らせください。

北九州 発北九州 発北九州 発北九州 発8月2日（金）発売開始！8月2日（金）発売開始！8月2日（金）発売開始！8月2日（金）発売開始！ 2019年8/17～10/23 出発2019年8/17～10/23 出発2019年8/17～10/23 出発2019年8/17～10/23 出発

ご注意ご注意ご注意ご注意

●当パンフレット掲載コースでは、オプショナルツアーのお申込みはお受けできません。お客様ご自身で現地にてお申込みください。　●機内では往復ともに軽食が1回提供されます。　●掲載コースは2019年7月1日現在の資料に基づ

いて作成しています。利用航空便の運航スケジュールは予告なく変更となる場合があります。最終日程表にてご確認ください。　【大連3・4日間】【大連3・4日間】【大連3・4日間】【大連3・4日間】●基本（M0) では空港～ホテル間の送迎・日本語現地係員は含まれません。お客様ご自

身にて移動の上、ホテルにチェックインしてください。帰国日は、ご利用便出発の2時間前までにお客様ご自身で搭乗チェックイン手続きをお済ませください。空港～ホテル間の送迎と現地係員からのご案内が必要な場合は、往復送迎

付きプラン(M1)をお選びください。　●ご参加のグループ全員が同一のMプランをお申込みください。　●Mプランお申し込みの前に裏面の「ご案内とご注意」の「各種プランについて」をあわせてご覧ください。　　【大連・旅順3日間】【大連・旅順3日間】【大連・旅順3日間】【大連・旅順3日間】●お

土産店（2軒）にご案内することが条件となっていますが、購入を強要するものではありません。　 ●日程表中に記載の時間・走行距離は標準的な目安となり、確定フライトスケジュール、季節、天候、曜日、宿泊ホテルの立地などにより

変わります。　 （※1）最終日の朝食はお弁当になります。

旅のアウトレット 大連3日間 ホテル ニッコー大連＜基本M0/2名1室利用/おとな・こども同額＞

※※※※旅行旅行旅行旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。代金には燃油サーチャージが含まれています。代金には燃油サーチャージが含まれています。代金には燃油サーチャージが含まれています。

※※※※空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空港諸税）が必要となります。空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空港諸税）が必要となります。空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空港諸税）が必要となります。空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空港諸税）が必要となります。

※幼児代金の適用範囲：旅行出発日を基準として2歳未満

のお子様に適用されます。幼児は、航空座席・食事・ホテル

のベッドなどを専用ではご利用いただけません。

（単位：円）

利用ホテル一覧 　（いずれも部屋指定なし）利用ホテル一覧 　（いずれも部屋指定なし）利用ホテル一覧 　（いずれも部屋指定なし）利用ホテル一覧 　（いずれも部屋指定なし）

インターコンチネンタル大連インターコンチネンタル大連インターコンチネンタル大連インターコンチネンタル大連 シャングリ ラ ホテル大連シャングリ ラ ホテル大連シャングリ ラ ホテル大連シャングリ ラ ホテル大連 ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連

＜Lグレード＞＜Lグレード＞＜Lグレード＞＜Lグレード＞ ＜Aグレード＞＜Aグレード＞＜Aグレード＞＜Aグレード＞ ＜Aグレード＞＜Aグレード＞＜Aグレード＞＜Aグレード＞

●総客室数：500室　●客室面積：約50～60㎡ ●総客室数：563室　●客室面積：約40㎡ ●総客室数：372室　●客室面積：約38～46㎡

追加代金

単位：円

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE

3 36,900 39,900 41,900 50,900 62,900 20,000

4 44,900 50,900 *** *** *** 30,000

3 38,900 45,900 49,900 56,900 64,900 24,000

4 46,900 61,900 *** *** *** 36,000

3 31,900 34,900 36,900 45,900 57,900 18,000

4 36,900 42,900 *** *** *** 27,000
追加代金

単位：円

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE

大大大大

連連連連

・・・・

旅旅旅旅

順順順順

ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連 3 67,900 70,900 72,900 79,900 94,900 18,000

コースコースコースコース

日日日日

数数数数

大大大大

連連連連

7SPY3-MUA-L1
7SPY4-MUA-L1
7SPY3-MUA-A1
7SPY4-MUA-A1

コースコースコースコース

ホテルホテルホテルホテル

（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）

7SPZ3-MUA-A2

日日日日

数数数数

コースNo.コースNo.コースNo.コースNo.
お1人部屋

（相部屋不可）

インターコンチネンタル 大連インターコンチネンタル 大連インターコンチネンタル 大連インターコンチネンタル 大連

シャングリ ラ ホテル大連シャングリ ラ ホテル大連シャングリ ラ ホテル大連シャングリ ラ ホテル大連

ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連ホテル ニッコー大連

ホテルホテルホテルホテル

（いずれも部屋指定なし）（いずれも部屋指定なし）（いずれも部屋指定なし）（いずれも部屋指定なし）

おとな・こども旅行代金おとな・こども旅行代金おとな・こども旅行代金おとな・こども旅行代金

（2名1室利用）（2名1室利用）（2名1室利用）（2名1室利用）

7SPY3-MUA-A2
7SPY4-MUA-A2

コースNo.コースNo.コースNo.コースNo.

おとな・こども旅行代金 ／基本＜M0＞おとな・こども旅行代金 ／基本＜M0＞おとな・こども旅行代金 ／基本＜M0＞おとな・こども旅行代金 ／基本＜M0＞

（2名1室利用）（2名1室利用）（2名1室利用）（2名1室利用）
お1人部屋

（相部屋不可）

幼児代金幼児代金幼児代金幼児代金 10,000円10,000円10,000円10,000円

空港税等空港税等空港税等空港税等

についてについてについてについて

別途 約2,800円 を販売店に

お支払いください。

■旅のアウトレット　北九州発　大連3・4日間／大連・旅順3日間　旅行代金表■旅のアウトレット　北九州発　大連3・4日間／大連・旅順3日間　旅行代金表■旅のアウトレット　北九州発　大連3・4日間／大連・旅順3日間　旅行代金表■旅のアウトレット　北九州発　大連3・4日間／大連・旅順3日間　旅行代金表

　　出発日：2019年8月17日～10月23日の下記出発日　　出発日：2019年8月17日～10月23日の下記出発日　　出発日：2019年8月17日～10月23日の下記出発日　　出発日：2019年8月17日～10月23日の下記出発日

　　●3日間：毎週月・土曜出発　●4日間：毎週水曜出発　　●3日間：毎週月・土曜出発　●4日間：毎週水曜出発　　●3日間：毎週月・土曜出発　●4日間：毎週水曜出発　　●3日間：毎週月・土曜出発　●4日間：毎週水曜出発

     下記ご旅行代金には燃油サーチャージを含みます。空港税は含まれません。（裏面参照）     下記ご旅行代金には燃油サーチャージを含みます。空港税は含まれません。（裏面参照）     下記ご旅行代金には燃油サーチャージを含みます。空港税は含まれません。（裏面参照）     下記ご旅行代金には燃油サーチャージを含みます。空港税は含まれません。（裏面参照）

※中国では祝祭日、およびその前後数日は事実

上休日となり、中国国内の交通網や観光地が混雑

します。このため、観光や移動に通常以上の時間

がかかることが多くあります。また、地元のレストラ

ン、ショッピング店や市場などが閉店となる場合が

あります。予めご了承ください。

2019年8月2019年8月2019年8月2019年8月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

CCCC

18 19 20 21 22 23 24

* CCCC * BBBB * * BBBB

25 26 27 28 29 30 31

* BBBB * BBBB * * CCCC

9月9月9月9月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

* CCCC * BBBB * * CCCC

8 9 10 11 12 13 14

* CCCC * BBBB * * DDDD

15 16 17 18 19 20 21

* CCCC * BBBB * * DDDD

22 23 24 25 26 27 28

* CCCC * BBBB * * CCCC

29 30

* BBBB

10月10月10月10月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

* AAAA * * EEEE

6 7 8 9 10 11 12

* EEEE * AAAA * * DDDD

13 14 15 16 17 18 19

* AAAA * AAAA * * AAAA

20 21 22 23 24 25 26

* AAAA * AAAA

27 28 29 30 31

旅行代金カレンダー旅行代金カレンダー旅行代金カレンダー旅行代金カレンダー

中国の祝祭日中国の祝祭日中国の祝祭日中国の祝祭日

9/13：中秋節

10/1：国慶節

　■対象コース「大連3・4日間」　■対象コース「大連3・4日間」　■対象コース「大連3・4日間」　■対象コース「大連3・4日間」

 　　追加代金 8,000円 （おとな・こども同額） 　　追加代金 8,000円 （おとな・こども同額） 　　追加代金 8,000円 （おとな・こども同額） 　　追加代金 8,000円 （おとな・こども同額）

＜M1＞空港～ホテル間往復送迎プラン＜M1＞空港～ホテル間往復送迎プラン＜M1＞空港～ホテル間往復送迎プラン＜M1＞空港～ホテル間往復送迎プラン

11：55 北九州（MU796便)✈　13：05　大連着

旅順へ（約1時間/約50km）

午後： 旅順観光

日露戦争の激戦地 203高地（下車） 水師営会見所（下車） 

東鶏冠山堡塁（とうけいかんざんきたほるい）（下車）

旅順＜バス＞大連（約1時間/約50km）

夕食は餃子料理をお召し上がりください

夜： ホテル着

泊 朝 昼 夕 ○

終日： 大連観光　　途中、真珠店と総合土産品店のショッピングにご案内します

中山広場（下車） かつてのヤマトホテル 大連賓館（下車） 

ロシア風情街（下車） 旧日本人街（下車） 中国有数の港 大連港（下車）

昼食は春餅料理をお召し上がりください

大連満鉄本社跡（下車） 断崖絶壁の岩場で形成された海辺の景勝地、

老虎灘(ろうこたん)公園（下車） 

北九州市と大連市の友好都市記念として造られた北大橋（下車）　

路面電車に体験乗車いただきます

夕食は海鮮料理をお召し上がりください

夜： ホテル着

泊 朝 ○ 昼 ○ 夕 ○

早朝： 空港へご案内します

 07：55～08：00 大連（MU795便)✈ 10：55　北九州着 （※1）

朝 ○ 昼 夕

3333

2222

1111

大連

大連

日次日次日次日次
大連・旅順3日間　スケジュール大連・旅順3日間　スケジュール大連・旅順3日間　スケジュール大連・旅順3日間　スケジュール

11：55 北九州（MU796便)✈　13：05　大連着

基本 往復送迎なしプラン(M0)：

お客様ご自身でホテルへ

空港～ホテル間往復送迎プラン(M1)：追加代金要

到着後、送迎バス（日本語係員同行）にてホテルへ

チェックインは14:00以降となります

泊 朝 昼 夕 ×

1日： 自由行動

泊 朝 ○ 昼 × 夕 ×

基本 往復送迎なしプラン(M0)：

お客様ご自身で空港へ

空港～ホテル間往復送迎プラン(M1)：追加代金要

送迎バス（日本語係員同行）にて空港へ

 07：55～08：00 大連（MU795便)✈ 10：55　北九州着

朝 × 昼 夕

大連

3333 4444

2222

2222

・・・・

3333

日次日次日次日次 大連3・4日間　スケジュール大連3・4日間　スケジュール大連3・4日間　スケジュール大連3・4日間　スケジュール

大連

1111 1111

6名様以上のグループでお申し込みのお客様対象 ： グループ割引6名様以上のグループでお申し込みのお客様対象 ： グループ割引6名様以上のグループでお申し込みのお客様対象 ： グループ割引6名様以上のグループでお申し込みのお客様対象 ： グループ割引

　■対象コース「大連・旅順3日間」　■対象コース「大連・旅順3日間」　■対象コース「大連・旅順3日間」　■対象コース「大連・旅順3日間」

    　6名様以上のグループ：お1人様 15,000円引き （おとな・こども同額）    　6名様以上のグループ：お1人様 15,000円引き （おとな・こども同額）    　6名様以上のグループ：お1人様 15,000円引き （おとな・こども同額）    　6名様以上のグループ：お1人様 15,000円引き （おとな・こども同額）

　　　　※上記旅行代金から割引となります。　※幼児は人数に数えません。　※お申し込み後に人員減と

　なった場合は割引は適用となりません。　※お申し込み単位ごとに同一の出発日、同一コースNo.の

　グループのお客様に限ります。　※グループの場合も専用車・専用ガイドにはなりません。



■ご旅行条件（要約）■ご旅行条件（要約）■ご旅行条件（要約）■ご旅行条件（要約）

「ご案内とご注意」「ご案内とご注意」「ご案内とご注意」「ご案内とご注意」

お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面のお申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面のお申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面のお申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の

一部となります。一部となります。一部となります。一部となります。

お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申込前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上お申し込みください。お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申込前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上お申し込みください。お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申込前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上お申し込みください。お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申込前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上お申し込みください。

なお、ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。なお、ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。なお、ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。なお、ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。

■記載内容について ●当パンフレットの記載内容は2019年8月17日～2019年10月23日出発まで有効です。記載内容は変更になる場合がありますので、お申し込みの際は必ず販売店でご確認ください。 ■渡航手続きについて ●お持ちのパ

スポート（旅券）が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、ならびにパスポート・ビザ（査証）の取得等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。 ●渡航に関する情報は、日本国籍で当パンフレット掲載のコースにご参加される方を対象とし

ています。情報は2019年7月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので、販売店へ必ず最新情報をご確認ください ●日本国籍ではないお客様は、販売店または自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所へお問い合わせください。

●パスポートについて：日本出発日時点で、有効期限が入国時6ヶ月以上有効なパスポートが必要です（2019年7月1日現在）。必要残存期間以上の余裕のあるパスポートをご用意いただくことをおすすめします。 ●ビザ(査証）について：日本国

籍の方が観光目的で中国に15日以内の滞在の場合は、中国の査証は不要です。IC旅券または機械読取式でない旅券の場合は査証が必要です（2019年7月1日現在）。情報は予告なく変更になる場合がありますので、必ず最新情報をご確認く

ださい。 ■お申し込みについて ●お申し込み時には、パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出ください。お客様が氏名を誤って報告された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。1

文字違っていても本人とは見なされず 当日航空機の搭乗ができないことがあります。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきます。お客

様交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます。（幼児・こどもの氏名訂正の場合、同行者のおとなの方の取消料・交替手数料もいただく 場合があります） ●航空運送約款または航空会社の定めにより、日程上実際に利用できない複数

の予約（重複予約）をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。 ●15歳未満の方のご参加には、保護者の同行を条件とさせていただきます。 ●20歳未満の方のご参加には、親権者の同意書が必要です。

●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨をご旅行お申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様のお申し出に基づ

き当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。 ●中国では地上手配時にパスポート情報の登録が必要となります。ご旅行お申し込み時に販売店にお知らせください。 ●中国では不正防止および犯罪監

視の目的で、ホテルチェックイン時にパスポートスキャンと併せてフロント設置のカメラで顔写真撮影を行う顔認証システムの導入が順次行われています。 ■旅行代金について ●旅行代金は、特に記載のない限りエコノミークラス席（以下「Yク

ラス席」）利用で、2人部屋をお2人でご利用いただく場合のお１人分の代金です。 ●こども代金は、旅行出発日を基準として2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。 ●幼児代金は、旅行出発日を基準として2歳未満のお子様で、航空座席、

食事、ホテルのベッドなどを専用ではご利用されない方に適用されます。幼児は、航空座席・食事・ホテルのベッドなどを専用ではご利用いただけません。航空座席を使用される場合は、こども代金が適用となります。 ●各種追加代金は、特に記

載のない限りおとな・こども同額となります。 ■催行中止の連絡について ●お申込コースが催行されない場合は4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日の出発日はご出発の34日前までに、その他の出発日はご出発の24日

前までにご連絡いたします。■ご出発前のご案内について●宿泊ホテルおよび利用航空会社などのスケジュールは、ご出発の2週間～７日前（遅くとも前日まで）にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。 ●現地でのご連絡先は、最

終旅行日程表にてご連絡いたします。 ■交通機関・乗継について ＜航空機での移動について＞●航空機・発着時間は、2019年7月1日現在を基準としています。 ●日本発着時利用航空会社に明示した航空会社の利用区間は、特に記載が

ない限り、日本発着の国際線往復のみとなり、日本発着以外の区間の確約はありません。 ●航空会社の都合により、発着時間、便名、機材が変更となる場合があります。最終日程表にてご確認ください。 ●運輸機関の遅延・不通・スケジュー

ル変更、またホテル事情等により、旅行日程、宿泊・訪問都市順序の変更、目的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更・削除などが発生する場合もあります。その場合、旅程保証の責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービ

スが受けられますよう手配努力します。 ＜バス・列車等の移動について＞●日程表中に記載の時間・走行距離は標準的な目安となり、確定フライトスケジュール、季節、天候、曜日、宿泊ホテルの立地などにより変わります。宿泊ホテルの発着

時刻は、現地にて係員よりご案内します。 ●バス等での移動について、少人数の場合、セダン、バン、ミニバス利用となり、ドライバーガイドとなる場合があります。 ■航空便放棄に伴う請求について ●当パンフレット掲載コースの航空券はＩＴ

運賃が適用されているため、往復利用が条件となっています。お客様のご都合により復路便に搭乗および乗船されなかった場合には、航空会社の運賃条件・規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求させていただくことがあります。 ■機内預

け荷物・大型手荷物持ち込みについて ●ゴルフバッグ等の大型手荷物をお持ちになる際は、航空・会社により超過手荷物料金が必要となる場合や、お預かりできない場合があります。また、現地では空港（または港）～ホテル間に別途運搬料

が必要な場合があります。大型手荷物をお持ちになる場合は、必ずご出発前までに販売店へお申し出ください。 ●「大連3・4日間」の基本（M0) では、空港～ホテル間の往復送迎はご用意しておりません。また現地係員は同行しません。空港～

ホテル間の送迎と現地係員からのご案内が必要な場合は往復送迎プラン(M1)をお選びください。 ●現地係員は、日本語を話しますが、日本人とは限りません。 ■ホテル情報について ●各ページに掲載のホテル情報は2019年7月1日現在の

ものとなり、予告なく変更となる場合がありますので、現地でご利用の際ご確認ください。 ●ホテルの営業規則により、18歳未満の方のみのご宿泊はお受けできません。 ●ホテルのチェックインは、通常14：00以降となります。 ●国際電話やお

部屋のミニバー利用など個人的な勘定の保証として、クレジットカードの提示または現金での保証金を請求されることがあります。 ●2人用のお部屋にはシングルベッドが2台の｢ツインベッドルーム｣とキングまたはクイーンサイズの大型ベッド1

台の｢ダブルベッドルーム｣の2種類があります。 ●｢ツインベッドルーム｣には、2つのベッドが離れていない部屋や、2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている部屋、2つのベッドのサイズや種類が異なる部屋が含まれます。 ●お1人または奇

数人数でご参加の場合は、他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人で利用される方は、お1人部屋追加代金が必要となります。 ●3名様で1部屋（トリプルルーム）ご利用の場合：2人部屋に簡易ベッド（エキストラベッドまたはソファ

ベッド）を入れて3名様でご利用いただくため手狭となります。また、キングサイズまたはクイーンサイズのベッド1台と簡易ベッド1台をご利用いただく場合があります。簡易ベッドの搬入やアメニティのご用意は夜遅くなることがあります。 ●中国国

内のホテルに中国国籍の方同士及び中国国籍の方と中国国籍以外の方が男女同室で宿泊する場合は、中国政府が発行する結婚証明書の携帯が必要となります。携帯されない場合は、同室での宿泊ができないことがあります。 ●グループ

やご家族などで2部屋以上ご利用の場合、ホテル側の事情により、お隣りまたは同じ階のお部屋をご用意できない場合があります。 ●ホテルのチェックアウトは通常12：00となります。ご利用便により、チェックアウト時間より前にホテル出発とな

る場合があります。 ■ホテルグレードについて ●JTBでは長年の経験を通じてご参加いただいた数多くのお客様の評価と添乗員のレポートなどを参考にグレード区分を行い表示しています。グレード分類はグレードの高い順にL→Aとなります。

ホテルグレードは、当該都市（地域）内での評価となります。そのため、同グレードのホテルでも他の都市（地域）と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。 ■喫煙について ●法律により公共の場所での喫煙が禁じられており、違反し

た場合罰金が課せられます。一部ホテルでは全館禁煙ルームとして定められております。なお、喫煙・禁煙の指定はお受けできませんのでご了承ください。 ■食事について ●コースの日程表に明示した食事回数には機内食は含まれません。

●旅行代金には、 各日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれています。ただし、お客様が注文された飲物・追加 料理代はお客様負担となります。 ■観光について ●交通事情や現地事情により、移動や観光の予定・順序、レス

トランやメニューが大幅に変更となる場合がありますので予めご了承ください。 ●一部の祝祭日で は、地元のレストラン、ショッピング店や市場などが閉店となり、お買い物などがお楽しみいただけない場合 があります。観光客向けのお土産物

店などは開いている場合が多いですが、あらかじめご了承ください。 ■お買い物について ●市内観光の一部として名産品の工房等に立ち寄るコースをご用意してお ります（各コースページに明示しています）。当社では、お土産物店の選定に

は万全を期しておりますが、ご購 入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたし かねますので、トラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってくださ

い。 観光時間等の関係上、お土産物店にご案内できない場合もありますが、この場合は旅程保証の変更補償金 の支払い対象とはなりません。 ●免税手続きは、お客様ご自身の責任において手続きください。 ●植物等、日本への持込みには

検査証明書が必要な品物や、持込みが禁止されている品物もありますのでご注 意ください。 ■各種プランについて ●各種プランは当社が旅行企画・実施するプランです。基本コースに組み込まれ、全体としてひとつの募集型企画旅行として

実施します。 ●お申込後のお取り消しは、お申し出時期により、基本コースの出発日を基準に裏表紙記載の所定の取消料が必要となります。プランのみのお取り消しの場合も、基本コースを含めた募集型企画旅行の旅行代金総額に対する取

消料を上限として、基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。 ■燃油サーチャージについて ●旅行代金に燃油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、

増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません。 ●燃油サーチャージとは、燃油に関する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受け

る、航空券には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全てに課せられます。 ■空港税等について ●渡航先の国々（または地域）によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対

して空港税等の支払いが義務付けられています。 ●旅行代金には空港税等は含まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時に徴収することを義務付けられているもの、また日本の各空港施設使用料については、お申し込みの販売店に

旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。また、他に現地にて下記記載の通貨にてお支払いいただく空港税等もあります。（2019年7月1日現在の下記参照） ●複数の国や都市を訪問する旅程では、航空機便の経由する国や都市の巡り

方によってその合計金額が異なることがあるため、航空機便と経由地の確定により、徴収額が予約完了時の徴収額から変更になる場合があります。 ●空港税等の新設または税額が変更された場合、徴収額が 変更になる場合があり ます。 ＜

販売店にお支払いいただく日本円換算額について＞●販売店にお支払いいただく日本円換算額は予約が完了した日に確定させていただきます。日本円換算レートは、水～土曜日に予約が完了した場合は直近の月曜日午前中の終値、 日～火

曜日に予約が完了した場合は１週間前の月曜午前中の終値（いずれも三菱UFJ銀行売渡レート）により ます。それ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。 ●お申込み時に取消待ちとなった場合は、予約完了となった日の換算

レートにて日本円換算額を確定します。

旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関す

る責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が

あれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

※※※※「手荷物の運搬料金」について「手荷物の運搬料金」について「手荷物の運搬料金」について「手荷物の運搬料金」について お申し込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第お申し込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第お申し込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第お申し込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第8888項「旅行代金に含項「旅行代金に含項「旅行代金に含項「旅行代金に含

まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パンフレットの商品には手荷物運搬まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パンフレットの商品には手荷物運搬まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パンフレットの商品には手荷物運搬まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パンフレットの商品には手荷物運搬

料金は旅行代金に含まれません。料金は旅行代金に含まれません。料金は旅行代金に含まれません。料金は旅行代金に含まれません。

請求コード：8809092

■募集型企画旅行契約

この旅行は株式会社JTB（東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長官登録 旅行業第64号。以下「当社」

という。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約

（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、

別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社

旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期

当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、必要事項をお申し出のうえ下記の

申込金を添えてお申し込みください。なお、申込金の額は、原則として旅行代金の20％以内となりま

す。申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他

の通信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内にお

申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結

を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

■申込金

■旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降、21日前までの間で

当社が定める日に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いください。

また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取

消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様か

らお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なく

して旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申

し込みを受ける場合があります。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。ま

た取扱いできるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）

●契約成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子

承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員

番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代

金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」

とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社らは旅行

代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い

戻します。）

■旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2019年7月1日を基準としています。又、この旅行代金は2019年7月1日現在の有効な

ものとして公示されている運賃・規則、または、2019年7月1日現在認可申請中の航空運賃・適用規

則を基準として算出しています。

■海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出され

ている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。ま

た、「外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認くださ

い。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がござい

ます。極力お客様にはその旨ご案内しますが、都合によりご案内出来ない場合に備えまし

て、ご出発に際し、お客様ご自身で海外安全ホームページをご確認いただくようお勧めい

たします。

また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の

連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ：

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

■取消料

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として

申し受けます。（お1人様）

注）日程中に3泊以上のクルーズを含み（日本発着時に船舶を利用するコースを除く）、

各コースページに取消料を明示しているコースは、各コースページに明示している金額

を取消料として申し受けます。

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

契約解除の日

4/27～5/6、7/20～8/31、

12/20～1/7に開始する旅行

左記以外の日に

開始する旅行

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって40日目にあたる日以

降～31日目にあたる日まで

旅行代金の１０％

（１０万円を上限）

無料

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって30日目にあたる日以

降～15日目にあたる日まで

旅行代金が50万円以上  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円

旅行代金が15万円以上30万円未満  ・・・・・・・・・・・３万円

旅行代金が10万円以上15万円未満  ・・・・・・・・・・・２万円

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって14日目にあたる日以

降～3日目にあたる日まで

旅行代金の２０％

旅行代金が30万円以上50万円未満  ・・・・・・・・・・・５万円

旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％

■ マークの見方

�：飛行機　　○：食事あり　　X：食事なし　　機：機内食

■ 時間帯のめやす

未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

00：00 04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 24：00

お客様へのお知らせ 海外旅行のお申込には正しい旅券情報

（お客様のローマ字つづり、性別など）が必要です。

受託販売：受託販売：受託販売：受託販売：

＜航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等一覧＞

●販売店でお支払いいただくもの。特に記載のない場合は、おとな・こども同額、幼児不要

国名 名称 対象 税額 日本円目安

日本 北九州空港施設使用料 国際線出発 おとな310円、こども150円、幼児不要

日本 国際観光旅客税 国際線出発 1,000円

中国 空港サービス料 国際線出発 90元（12歳未満不要）

・航空座席をご利用になる幼児については、おとなと同額になります。

・上記日本円換算目安額は2019年7月1日現在の三菱ＵＦＪ銀行売渡レートによります。

　 （10円未満は切り上げ）（1元＝約16円）※上記一覧表の税額は2019年7月1日現在のものです。

1,440円


