
16：00：成田発（NX861便）　�

20：05：マカオ着

空港到着後、送迎バス（日本語現地係員同行）にてホテルへご案内します

※ギャラクシーマカオ内ブロードウェイで利用可能なクーポンをお渡しします（※1）

夕 機

終日：自由行動 　

【マカオ半日観光＆マカオタワー付きプラン（M1）】（追加代金：お１人様2,500円）

朝 ○ 昼 × 夕 ×

朝 × 昼 × 夕 ×

出発時間に合わせて空港へご案内します

09：30：マカオ発（NX862便）　�

15：00：成田着 朝 × 昼 機

■旅のアウトレット 成田発　マカオ航空で行く！マカオ3・4日間　旅行代金表■旅のアウトレット 成田発　マカオ航空で行く！マカオ3・4日間　旅行代金表■旅のアウトレット 成田発　マカオ航空で行く！マカオ3・4日間　旅行代金表■旅のアウトレット 成田発　マカオ航空で行く！マカオ3・4日間　旅行代金表

出発日：2017/ 8/27～29、9/1・4～10・18～23出発 単位：円（おとな お1人様あたり/2名1室利用/相部屋不可）

3333 4444

マカオ

08：30：指定ホテル出発（※2）→聖ポール天主堂跡（外観）→ナーチャ廟（外観）

→旧城壁（外観）→聖ドミニコ教会（外観）→仁慈堂（外観）→セナド広場（外観）

→途中→「義順」の牛乳プリンの試食→民政総署（入場）→ドン・ペドロ5世劇場

（外観）→聖ヨセフ聖堂（入場）→11：40：マカオタワーにて解散（マカオタワー入場

券をお渡しします）

マカオ下記以外

ホリデイ イン マカオ コタイ セントラル

成田発成田発成田発成田発

2017/2017/2017/2017/ 8/27 8/27 8/27 8/27～29、～29、～29、～29、

9/1・4～10・18～23出発9/1・4～10・18～23出発9/1・4～10・18～23出発9/1・4～10・18～23出発

マカオ

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール日次日次日次日次

1111

2222

2222

・・・・

3333

6666月月月月7777日（水）発売開始！日（水）発売開始！日（水）発売開始！日（水）発売開始！

旅のアウトレット 成田発 マカオ航空で行く！マカオ3日間 ホテル ロイヤル

（部屋指定なし）（基本/M0）＜2名1室利用＞

国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります

旅行代金には燃油サーチャージは含まれています旅行代金には燃油サーチャージは含まれています旅行代金には燃油サーチャージは含まれています旅行代金には燃油サーチャージは含まれています

●発着地：成田（国内線特別代金プランの設定はありません）

●日本発着時利用航空会社：マカオ航空（NX） ●最少催行人員：1名

●利用ホテル：下記参照（すべて部屋指定なし）

●食事：【ホリデイ イン マカオ コタイ セントラル】朝0/昼0/夕0 

【ホリデイ イン マカオ コタイ セントラル以外】 ＜3日間＞朝1/昼0/夕0 ＜4日間＞朝2/昼0/夕0

●添乗員：同行しません。現地係員がご案内します。

※※※※裏目のご注意も必ずご覧ください裏目のご注意も必ずご覧ください裏目のご注意も必ずご覧ください裏目のご注意も必ずご覧ください。

コースコースコースコースNo.No.No.No.、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください

（※1）現地到着時にギャラクシーマカオ内ブロードウェイで利用可能な食事クーポン

（100パタカ相当）をお渡しします。クーポンご利用時のレストランの予約はお受けし

ていません。クーポンの再発行・払い戻しはお受けできません。

●マカオ航空指定！

●1名様から出発保証！

●往復送迎・ギャラクシーマカオ内ブロードウェイ

で利用可能な食事クーポン（100パタカ相当）付き！

★詳細は現地にてご案内します。

●追加代金でマカオ半日観光＆マカオタワー入場券

付き！

～おすすめポイント～

（※2）宿泊ホテルから集合場所、マカオタワーから宿泊ホテルまではお客様ご自身

で移動ください（交通費はお客様ご負担）

ホテルロイヤル宿泊の方はホテルロイヤルへ、ハーバービューホテル宿泊の方はリ

スボアホテルへ、ホリデインマカオコタイセントラル宿泊の方はシェラトン グランド

マカオホテル コタイセントラルへ出発10分前までにご集合ください。

7/15までに大学生協店舗にて、お申し込みのお客様には、

オリジナルパスポートケースをプレゼント！

マカオ半日観光＆マカオタワー付きプラン（M1）追加代金マカオ半日観光＆マカオタワー付きプラン（M1）追加代金マカオ半日観光＆マカオタワー付きプラン（M1）追加代金マカオ半日観光＆マカオタワー付きプラン（M1）追加代金 2,500円（おとなお１人様）

コースNO.

8/29、

9/4・5・19発

8/27・28、

9/6・10・20発

9/1・7・8・9

21・22・23発

3 7GYS3-NXA-B1 39,800 43,800 48,800 30,000

4 7GYS4-NXA-B1 48,800 51,800 56,800 45,000

3 7GYS3-NXA-B2 41,800 45,800 48,800 30,000

4 7GYS4-NXA-B2 51,800 54,800 56,800 45,000

3 7GYS3-NXA-A1 43,800 47,800 53,800 34,000

4 7GYS4-NXA-A1 53,800 56,800 61,800 51,000

ホテル

ホリデイ イン マカオ コタイ セントラル

（部屋指定なし）

日

数

旅行代金　【燃油サーチャージ含む】

1人部屋1人部屋1人部屋1人部屋

追加代金追加代金追加代金追加代金

ホテル ロイヤル

（部屋指定なし）

ハーバービュー ホテル

（ 部屋指定なし）

ホリデイ イン マカオ コタイ セントラルホリデイ イン マカオ コタイ セントラルホリデイ イン マカオ コタイ セントラルホリデイ イン マカオ コタイ セントラル AグレードAグレードAグレードAグレード コタイ地区コタイ地区コタイ地区コタイ地区

ハーバービュー ホテルハーバービュー ホテルハーバービュー ホテルハーバービュー ホテル BグレードBグレードBグレードBグレード マカオ半島マカオ半島マカオ半島マカオ半島

ホテル ロイヤルホテル ロイヤルホテル ロイヤルホテル ロイヤル BグレードBグレードBグレードBグレード マカオ半島マカオ半島マカオ半島マカオ半島

■ホテル紹介　　　■ホテル紹介　　　■ホテル紹介　　　■ホテル紹介　　　トリプル不可：▲トリプル不可：▲トリプル不可：▲トリプル不可：▲

サンズコタイセントラルに隣接したホテル。館内はオリエンタル調の優雅な雰囲気が漂っています。（▲）

2015年オープン。マカオ港から近いフィッシャーマンズ・ワーフ内、サンズカジノの向かいに位置したホテル。

中心部の喧騒から離れた世界遺産ギア要塞のある山の麓に建ち、旧市街の散策に便利なホテルです。 朝食付！

朝食付！



×

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第１６９１号

〒１４１－００２１　東京都品川区上大崎２-２４-９

「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8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料金は旅行代金に含まれません。

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）

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、必ず内容をご確

認のうえ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。

旅行業務取扱管理者とは、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。

■募集型企画旅行契約 ■旅行条件・旅行代金の基準

■取消料

■旅行のお申し込み及び契約成立時期

■申込金

■旅行代金のお支払い

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 ■海外危険情報について

●「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。

 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。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。

この旅行は（株）ＪＴＢワールドバケーショ ンズ(以下「当社」といいます。)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。

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ができない場合があります。また取扱できるカード

の種類も受託旅行業者により異なります。）

当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて当社所定の申込書に所定の事項を記

入し、下記の申込金を添えてお申し込みください。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日以内に申込書の提出と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。

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21日目にあたる日より前に（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、お客様が当社が発行する又

は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。

●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。

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14日目にあたる日

以降～3日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

 　旅行代金の 20％

　 旅行代金の 50％

　 旅行代金の 100％

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30万円以上50万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  5万円

旅行代金が15万円以上30万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  3万円

旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の20％

旅行代金 50万以上

30万円以上

50万円未満

15万円以上

30万円未満

10万円以上

15万円未満

10万円未満

申込金

（お1人様）

10万円以上

旅行代金まで

5万円以上

旅行代金まで

3万円以上

旅行代金まで

2万円以上

旅行代金まで

旅行代金の

20％以上

旅行代金まで

【【【【ご注意ご注意ご注意ご注意】】】】●●●●表面記載の日程からの別行動、減延泊、ビジネスクラス席およびお部屋のグレードアップなどはお受けできません。。●当コースは12歳未満の方のお申込はお受けで

きません。●●●●20歳未満の方がご参加いただく場合は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方がご参加いただく場合、保護者の同行を条件とさせていただきます。●ホテルごと

の営業規則により、未成年（親権者を伴わない18歳未満）の方のみでの旅行・宿泊が禁止されている場合があります。未成年のお客様のみのご参加には、保護者の同意書があっ

てもお受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。●●●●ダブルベッド利用となる場合があります。ツインベッドルームのお部屋でも2つのベッドが離れていない場合や

ベッドサイズや種類が異なる場合がございます。おひとりで１部屋ご利用の場合は追加代金が必要となります（相部屋不可）。●ホテルの1部屋の最大利用人数は、おとな・こども

（ノーベットこどもを含む/ノーベット子供代金の設定はありません）・幼児を含めて3名となります。●お荷物はホテルまでお客様ご自身でお待ちください。※M１観光プランは、グ

ループ全員が同じプランでお申込みください。※日程表中の往復送迎はＪＴＢ以外のお客様とご一緒になる場合があります。※複数のホテルを経由する場合があります。●マイバ

スブックは付きません。日本申込みのオプショナルツアーはお受けできません。●ゴルフバック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、大型手荷物をお持ちになる場合は、必ずご出発の18日前までに販売店へお申し出ください。●●●●航空機などのスケジュールは2017

年5月1日現在の情報です。航空会社のスケジュール変更などで変更となる場合があります。最終旅行日程表でご確認ください。●●●●当パンフレットに掲載のコースは航空機の往復

利用が条件となっております。お客様のご都合により、往路便もしくは復路便に搭乗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。●お申込み後の取り消しは、お申し出時期により、下記記載の所定の取消料が必要となります。当該プランは基本コースを含めてご契約いただいた募

集型企画旅行の旅行代金合計金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。

この旅行条件は、2017年5月1日を基準としています。又、この旅行代金は2017年5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、2017年5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。

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。

■ 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

受託販売：受託販売：受託販売：受託販売：

請求コード：8479662

■燃油サーチャージについて■燃油サーチャージについて■燃油サーチャージについて■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■空港税等について■空港税等について■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、成田空港旅客

保安サービス料については、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。（2017年5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空

港税等はその都度必要となります。また同じ旅程であっても使用する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が異なることがあります。●日本円換算額はご出発

35日前に確定させていただき、換算レートは水～土曜日発は5週間前の月曜日午前中の終値、日～火曜日発は6週間前の月曜日午前中の終値（いずれも三菱東京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。●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。 ■航空券■航空券■航空券■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）日本旅客サービス施設料国際線出発（成田第1・2ターミナル）2,090円(こども1,050円、

幼児不要）、日本旅客保安サービス料国際線出発（成田）520円（こども同額、幼児不要）、マカオ保安税（国際線出発）30パタカ（こども同額、幼児不要）、マカオ旅客サービス料（国

際線出発）110パタカ（こども同額、幼児不要）の合計額（おとな約4,600円、こども約3,600円、幼児不要)を販売店にお支払いください。

渡航手続き（日本国籍の方）渡航手続き（日本国籍の方）渡航手続き（日本国籍の方）渡航手続き（日本国籍の方）●旅券（パスポート）残存有効期間：入国時30日＋滞在日数以上必要。●査証（ビザ）：90日以内の観光には査証不要 ※2017年6月1日現在の情報

です。予告なく変更と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。


