
2019年
11月・12月出発

お申込みの際は裏面の「ご案内とご注意」と「旅行条件書」を必ずお読みください。

利用ホテル
いずれも部屋指定なし

利用航空会社（日本発着時） ルフトハンザ ドイツ航空

添乗員

最少催行人員 2名＊ 
（＊ご出発から60～90日前までに最少催行人員に満たない場合は、催行を中止させていただく場合があります。）

食事（機内食除く） 朝食（アメリカンまたはビュッフェ）3回、昼食2回、夕食0回

〈シュトゥットガルト〉Sクラス 〈他都市〉Aクラス
※詳細は下記利用ホテル一覧及び左記日程表をご参照ください。

フランクフルト
（シャワーのみ） 

●リンドナー・コングレスホテル●キューグリーンホテル・バイ・メリア
●ホリデイ・イン・エクスプレス・フランクフルト・メッセ
●レオナルドホテル・フランクフルト・シティサウスのいずれか

ミュンヘン
（バスタブ付き）

●アズムット・ホテル・ミュンヘン●メルキュール・スッド・メッセ
●メルキュール・ノイベルラッハ・スッドのいずれか
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【15:20】羽田空港発i
約11時間50分
【19:10】
フランクフルト着

【13:05】羽田空港着

【08:00】
フランクフルト発
p約2.5時間（WC1）
ローテンブルク

p約2時間
【午後】ニュルンベルク着

【朝】ミュンヘン発
p約2.5時間（WC1）

p約3時間（WC1）
【19：00】
シュトゥットガルト着

【午前】
シュトゥットガルト発
p約3.5時間（WC1）
【午後】フランクフルト着

【18:00】
フランクフルト発（裏面注1）i
約11時間10分

日程

大人・子供同額： 約8,840～10,340円現地空港諸税目安額
現地空港諸税及び国内空港施設使用料等、国際観光旅客税は別途必要です。（裏面参照）

子供代金　　
（12歳未満でベッドと航空座席を使用されるお子様）

CH 上記大人旅行代金と同額
※6歳未満の方のご参加はご遠慮ください。

●各地発追加代金 札幌・名古屋・大阪・福岡発：10,000
●プレミアムエコノミー追加代金 11月発：170,000　12月発：220,000 ※片道利用の設定はございません。

1人部屋追加代金出発日 旅行代金

35,000
11/27（水）、12/4（水）・12（木）・13（金）発

羽田空港出発から羽田空港帰着まで同行いたします。

※延泊プラン、帰国日延長プラン、ビジネスクラスプラン、ペア・仲良しシートの設定はありません。

〈フランクフルト泊〉

〈ミュンヘン泊〉

〈機中泊〉

コース内容（◎：入場観光　○：下車観光）

■空路、ルフトハンザ ドイツ航空の直行便で
　ドイツのフランクフルトへ。
■着後、ホテルへ向かいます。

国内線のスケジュールは下記をご参照ください。

国内線のスケジュールは下記をご参照ください。

■朝、ローテンブルクへ向かいます。
■午前、ローテンブルク観光。○市庁舎、○聖ヤ
コブ教会、○ブルク公園など旧市街の見どこ
ろをめぐります。また、クリスマスグッズ専門店
◎「ケーテ・ウォルファルト」にもご案内します。
お客様各自でお買い物をお楽しみください。
また、街の中心マルクト広場で開かれている可愛
らしいローテンブルクの○クリスマス市（11/27
出発は除く）をお楽しみください。（裏面注2）
■観光後、華やかなクリスマスマーケットで世界
的に有名なニュルンベルクへ向かいます。

■午後、中央広場で開かれている華やかなニュ
ルンベルクの○クリスマス市（11/27出発は
除く）へご案内します。（裏面注2）観光後、ミュン
ヘンへ向かいます。（20：00ホテル着）

■朝、ホーエンシュバンガウへ向かいます。
■午後、◎ノイシュバンシュタイン城見学。
　白鳥城と呼ばれる優雅で美しいこの城はドイ
ツ観光のハイライトです。
■観光後、シュトゥットガルトへ向かいます。
■着後、世界最大級の規模を誇るシュトゥットガ
ルトの○クリスマス市へご案内します。

　（21：00ホテル着）

■午前、バスでフランクフルトへ向かいます。
■フランクフルト着後、レーマー広場で開かれ
ている○クリスマス市でお楽しみください。
（11/27、12/12・19出発を除く）
■空路、フランクフルトよりルフトハンザ ドイツ
航空の直行便で思い出を胸に帰国の旅へ。
（裏面注1）
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シュトゥットガルト
（バスタブ付き）

●ウィンダムエアポート・メッセ●NHエアポート●マリティムのいずれかS

〈シュトゥットガルト泊〉快適なSクラス

　　　　　　：1日の観光時に歩く時間が2時間以内、 　　　　：1日の観光時に歩く時間が2～4時間以内 長距離移動中のトイレ休憩の回数：  歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A歩行時間 A 　　歩行時間 B

羽田発 旅行代金〔大人お1人様（子供同額）・2名1室・エコノミークラス利用〕及び出発日 単位：円（券種）BI
　　　　　　　  　エコノミークラス末尾：0　プレミアムエコノミークラス末尾：1　
東京（羽田）発 ＝96299750　札幌（新千歳）発 ＝96299760　
名古屋（中部）発 ＝96299770　大阪（伊丹）発 ＝96299780　
福岡発 ＝96299790

東京発 ツアーコード

燃油サーチャージを含む（裏面参照）

パスポート・査証
（日本国籍の方）

パスポート（残存有効期間）
査証

ドイツ出国時3ヶ月以上
不要

コースのポイントコースのポイント
往復直行便利用コースです。
コンパクトな日程でドイツの人気の
クリスマス市をめぐります。
ノイシュバンシュタイン城
へもご案内。
シュトゥットガルトに宿泊
します。
行程中のどこかで
サンタクロースに
出会えます。
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145,900
12/19（木）発 154,900

全出発日 2名様より出発保証＊緑文字の出発日は出発確約

ローテンブルク
クリスマスマーケット

ニュルンベルク
クリスマスマーケット

シュトゥットガルト
クリスマスマーケット

フランクフルト
クリスマスマーケット

札幌・名古屋・大阪・福岡発着のお客様

札幌・名古屋・大阪・福岡発着のお客様

全
出発日 同日乗継ぎ便

札幌・名古屋・大阪・福岡から

ローテンブルク

ホーエンシュバンガウ

ニュルン
ベルク

ミュンヘン
①

フランク
フルト①

シュトゥット
ガルト① ドイツ

直行便
直行便

 
注2

ルート
マップ
Route Map

羽田発着羽田発着

●下記の各都市からご参加の場合の国内線スケジュールは下表の通りとなります。

各地発時刻 羽田着時刻
各地～羽田間
スケジュール

往路
羽田発時刻 各地着時刻

復路

札幌（新千歳）発着

08：35～13：00
08：10～13：15

09：00
09：10～13：10

07：00～11：20
07：05～12：00

07：55
07：30～11：30

14：45～21：55
14：05～20：35

18：45
14：30～22：35

12：45～20：00
13：00～19：20

17：40
13：00～21：00

名古屋（中部）発着
大阪（伊丹）発着
福岡発着

（12/13出発は除く）

※当コースは3名1室利用はお受けできません。

 販売店の方へ 　本コースに関してのお問い合わせは（株）日本旅行 東日本海外旅行統括部までお願いいたします。

添乗員
同行！
添乗員
同行！

トク ! 
  トク!

燃油サーチャージを含む
現地空港諸税及び
国内空港施設使用料等、
国際観光旅客税は別途
必要です。 （裏面参照）

ローデンブルクのクリスマス市／イメージ
©Rothenburg Tourismus Service  Pfitzinger

ローデンブルクのクリスマス市／イメージ
©Rothenburg Tourismus Service  Pfitzinger

ルフトハンザ ドイツ航空 往復直行便で行く！

旅行代金／得 ド々イツクリスマス5日／羽田発／〈シュトゥットガルト〉Sクラス〈フランクフルト、ミュンヘン〉Aクラス／添乗員同行／エコノミークラス席／2名1室利用／大人・子供同額／お1人様

全出発日
2名様より出発保

証

5日5日5日5日

羽田・札幌・名古屋大阪･福岡 発大学生協おすすめの旅
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総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。この旅行
契約に関して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尋ねください。

お申込み・お問い合わせは

全国大学生活協同組合連合会旅行センター受託販売

総合旅行業務取扱管理者：田谷一茂
〒131-8565　東京都墨田区堤通1-19-9　リバーサイド隅田セントラルタワー10階

お申込みはお電話で! 営業時間

平日
土・日・祝

09：30～18：30
09：30～18：00

東日本大学生協ツアーデスク
システムトラベルセンター

※12/30～1/4は休業
（携帯電話・PHSからのお電話は　03-3614-3066にお電話ください）

※FAX　03-3614-5617

〒131-8565　東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田6階
観光庁長官登録旅行業　第2号
一般社団法人日本旅行業協会　正会員

東日本海外旅行統括部

上記のご旅行条件（要約）を
必ずお読みください。

上記withnaviのサイトからお申込みの場合のみ組合員割引が適用となります。　　
上記以外の組合員の方は各生協店舗または大学生協ツアーデスクでお申込み下さい。

Webからのお申込みの場合  
（北海道・東北・関東甲信越の大学生協組合員のみ）
大学生協運営サイト　　　　　　　 から
お申込みいただけます。

■当パンフレットは2019年8月1日現在の運賃、料金、各種情報を基準に発行しており
ます。各種情報については予告なく変更される場合があります。

■パスポート・査証（ビザ）・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国書類の作成等はお客
様ご自身の責任で行っていただきます。パスポートが有効かどうかの確認も同様です。

●パスポート：各国が定めた残存有効期間を満たすパスポートが必要です。残存有効期
間は各日程表条件欄に明記しています。

※航空便の乗継ぎ地によっては目的地ではない他の国の残存有効期間が求められる場合
がございます。目的地において求められる残存有効期間は満たしていても残存有効期間
が６ヶ月未満のパスポートは更新することをおすすめします。
●査証：各国が求める査証取得が必要です。査証要否は各日程表条件欄に明記しています。
■万一に備えパスポート番号、発行年月日は別にお控えください。また、パスポート用写
真1枚を携行されることをおすすめします。

■販売店では、お客様からのご依頼により、お客様の渡航手続きの一部を代行して行いま
す。これは、旅行契約とは別に販売店とお客様との間で渡航手続代行契約を締結してい
ただきます。また、販売店所定の渡航手続代行料金が必要です。
■パスポート、査証等の条件は日本国籍の方が当パンフレット掲載コースにご参加され
る場合に適用されるものです。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事
館、入国管理局事務所にお問合せください。

■旅行目的地の危険情報、衛生情報の入手方法
　渡航先（国又は地域）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
出されている場合があります。お申込みの際に販売店にご確認ください。

　「外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）」、「外務省領事サ
ービスセンター＜海外安全担当＞（TEL：03-5501-8162/受付時間：外務省閉庁時
を除く09：00～17：00）」、でもご確認いただけます。
　渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）」でご確認ください。
　外務省WEBサイト たびレジ に登録すると旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わ
る情報がメールなどの方法で提供されます。
　詳しくは https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/でご確認ください。
■各国の出入国に関わる条件は各日程表条件欄をご覧ください。
■未成年の方が、単独（親権のない成人が同伴している場合も含む）または親権を有する
もの1人のみの同伴で入国する際、入国審査時に両親（親権者）の渡航同意書（英語や現
地語）の提示を求める国が増えてきております。該当するお客様は、渡航先の大使館等
にご自身で詳細をご確認ください。
■当ツアーでは18歳未満の方のみでのご参加はお受けできません。
■6歳未満の方のご参加はご遠慮ください。

■2名1室利用の大人お1人様の代金です（特に記載した場合を除く）。掲載旅行代金
は当パンフレットに掲載した出発日（期間）に限り有効です。
■現地空港諸税、日本の空港施設使用料、旅客保安サービス料は含みません。別途お支払いが必要です。
■当パンフレット掲載のツアーで使用する航空運賃は、航空会社の運賃規則上、往復の航空
便をご利用いただくことが条件となっているため、片道のみご利用される場合は、航空会
社からの正規運賃の請求に基づき、正規運賃との差額分の旅行代金が増額となります。

■ドイツ宿泊税は旅行代金に含まれております。ドイツでは一部都市で宿泊税（滞在寄付金）
が宿泊者に課金され、お1人様1泊あたり1～7ユーロ（都市、ホテルにより異なります）で
すが当パンフレット掲載ツアーではお支払いは不要です。
■パンフレット作成基準日時点で徴収が行われている宿泊税は含まれておりますが、それ
以降に宿泊税が新設された場合はお客様のご負担になります。

■燃油価格の異常な高騰、変動に対し、一定の水準、一定の期間の条件において、航空各社
が国土交通省航空局に申請を行い、認可された付加運賃です。航空会社、路線によって
額は異なりますが、全ての利用旅客に課金されるものです。当パンフレット掲載の旅行代
金に含まれております。新設、変更、廃止されることがありますが、旅行契約成立後でもそ
れによる旅行代金の変更はいたしません。

■各国、地域毎の法律等によって空港税等（出入国税、空港施設使用料、税関審査料など）
の支払いが渡航者個人に対し義務付けられています。当パンフレット掲載の旅行代金に

現地空港諸税及び国内空港施設使用料、旅客保安サ－ビス料、国際観光旅客税は含まれ
ておりません。別途お支払いください。金額・支払い方法は右記をご覧ください。
■2019年7月25日現在（換算レート：みずほ銀行TTS売渡レート）
　1ユーロ＝122.16円
　特に記載のないものは大人・子供同額、幼児無料。空港諸税・空港施設使用料等は予
告なく、増額、新設、されることがあります。現地空港税はご利用便の目的地までの乗
継ぎルートにより異なる場合があります。
●日本でお支払いいただくもの（航空券に含めて日本発券時に徴収されるもので、当社が一
旦立て替えをしています。）お申込みの販売店にお支払いいただきます。

※2019年1月7日以降に出国する旅行者へ新設された国際観光旅客税は旅行代金に
含まれておりません。別途お支払いが必要です。
※日本円でのお支払い額はご出発の31日前を目安に（遅くとも21日前までに）確定します。
日本円換算レートは水曜日から火曜日までを1週間とし、ご出発の5週間前の水曜日の航空
券発券換算レートを適用します（10円未満は切り上げ）。確定後の為替変動による追加徴
収、返金は致しません。確定後であっても空港諸税・空港施設使用料等が増額、新設、廃止さ
れた場合、お客様のご都合による変更で税額が変わる場合はそれらの適用条件に沿って改
訂、ご案内し、その額をお支払いいただきます。

■次の空港では国内線出発・到着の旅客に対し空港施設使用料が課金されます。羽田
空港＝大人：290円/子供：140円、中部（名古屋）空港＝大人：310円/子供：150円、
新千歳空港＝大人：270円／子供：140円、伊丹空港＝大人：260円／子供：130円
いずれも幼児不要。

■航空スケジュールは、パンフレット作成時点の各航空会社の予定です。航空会社の都
合により、便の出発・到着時刻、便名、経由・乗継ぎ地等に変更がある場合がございま
す。直行便が乗継ぎ便に変更されることもあります。臨時便が運航される場合、当該
臨時便をご利用いただくことがあります。最終日程表で再度ご確認ください。
■空港～ホテル間の送迎及び観光時は、他のツアーのお客様とご一緒になることがあり
ます。その場合、空港到着時、ホテル送迎・出発時に他のお客様をお待ちいただく場合
があります（専用車利用など特に明記したツアーは除く）。車種はセダン、ワゴン、ミニ
バス、バスを使用し、ツアーの参加人数によって異なります。（バス以外の場合、ガイド
がドライバーを兼任することがあります）
■ホテルや駅など、空港以外ではポーターサービスが含まれますが、ポーターは場所や時間
帯により不在の場合があります。その際はお客様ご自身でお荷物をお運びいただきます。

■車両による地上移動時は原則としてシートベルト付車両をご用意しますが、法律規制
のない国においてはシートベルト付きでない場合があります。
■プレミアムエコノミー席の利用区間は羽田→フランクフルト、フランクフルト又はミ
ュンヘン→羽田間のみとなります。また、宿泊・食事・観光等の地上サービスの内容は
エコノミークラス席利用の場合と同内容です。

■現地事情により、宿泊順序を入れ替えてツアーを実施することがあります（変更補償
金の対象外です）。
■２名1室利用の部屋タイプはベッド２台の「ツインベッドルーム」または大型ベッド1台
の「ダブルベッドルーム」です。部屋タイプを明記した場合を除き、「ツインベッドルー
ム」をご用意しますが、ダブルベッドルームに２台目のベッドとして簡易ベッドを入れて
ご利用いただくことがあります。ハネムーナー、ご夫婦、12歳未満のお子様等がご一
緒の場合は、ホテル側が現地の習慣により、ダブルベッドルーム（大型ベッド1台のみ）
をご用意することがあります。
■宿泊地域・ホテルにより、バスタブが無くシャワーのみのお部屋となる場合がありま
す。その場合は、各日程表条件欄に明記します。
■お1人（または奇数人数）でご参加の場合、他の方との相部屋はお受けできません。
■部屋を1人で利用される方は1人部屋追加代金が別途必要です。同行者の取消しにより1

人利用となった場合であっても同様です。1名1室利用は特に記載した場合を除き、ベッド
1台のシングルルームをご利用いただきますので手狭になります。

■3名１室（トリプル）利用は2人部屋にさらに簡易ベッド1台を入れるため非常に手狭
です（特に明記したトリプル専用ルームは除く）。一般的に簡易ベッドは夜遅くに搬入
されます。トリプル利用ができないツアー、ホテル、部屋タイプもあります。各日程表
条件欄、ホテルクラス表で明記します。トリプル利用ができないツアー以外にも簡易
ベッドの利用状況によってトリプル利用をお受けできないことがあります。

■トリプル利用が可能なツアーのうち、周遊型で複数のホテルに宿泊する場合、日程中の
一部でトリプル利用ができないホテルにご宿泊いただくことがあります。トリプル利用
でお申込みのお客様はそのホテルへの 宿泊時に限り2部屋（2名1室、1名1室）で宿
泊いただきます。その際の1人部屋追加代金はいただきません。お客様がトリプル利用
ではなく2部屋利用で予約されている場合は1人部屋追加代金が別途必要です。

■本体ツアーに追加でお申込みいただける各種サービスのうち「プラン」と表示したものは、
当社が企画・実施する募集型企画旅行の一部となります。現地発着プランを除き、プラン単
独のお申込みはお受けいたしかねます。取消の際は、本体ツアーの出発日を基準とした当
社募集型企画旅行の条件書に定める取消料が必要です。

■「1人部屋利用プラン（1人部屋追加代金）」は、取消対象となるプラン追加代金に対し
て、本体ツアーの出発日を基準に取消料を適用します。

■当社の他のツアーと同じバスで観光・送迎をおこなう場合、1名の添乗員が複数のツア
ーの添乗業務を兼務し、お世話させていただくことがあります。

■添乗員のお客様への対応時間帯は原則として8時から20時の間です。労働基準法に拠
り、対応時間帯内に一定の休憩時間を適宜取得させていただきます。

■現地事情により観光順序が変更になる場合があります。（変更補償金の対象外です。）
■電子たばこ、加熱式たばこの持込を制限している国・航空会社がありますのでご出発前
に各ホームページなどでご自身でご確認ください。

■お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要に
なる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させて
いただきますので係員に必ずお申し出ください。

ご案内とご注意 ※お申込み前に必ずお読みください。確定された旅行内容はご出発前にお渡しする最終日程表でご確認ください。

（１）パスポート・査証・渡航手続きなど

（5）移動時（航空機及びその他の交通機関）

（7）追加プラン

（6）宿泊

（2）旅行代金

（3）燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています）

（4）空港諸税・空港施設使用料・旅客保安サービス料（旅行代金に含まれておりません）

（8）添乗員・現地係員（添乗員同行の有無は各日程表条件欄をご覧ください）

（9）その他

（10）特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて

04：00 06：00 08：00 12：00 17：00 19：00 23：00 04：00
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

●マーク　i＝飛行機　p＝バス　l＝機内食　l＝食事なし機 －

■日程表の見方
●時間帯の目安

※各日程表記載の発着時刻、時間帯は予定です。季節、天候、曜日、ホテル立地等の
現地事情や航空便のスケジュールによって前後することがあります。ホテルの出
発時刻等、詳細スケジュールは現地でご案内いたします。

※少人数の場合は送迎・観光にはタクシー利用することがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　：素材種別 　：素材種別詳細
照会：海外ツアー詳細画面→追加商品参照→追加可能商品一覧→（利用日/素材種

別/素材種別詳細を設定）→検索→表示
（在庫を調べる場合）当該項目を選択し、予約可能数をクリック

予約：海外予約台帳→行程の操作→オプションまたはプランを追加する→追加可能商
品一覧→（利用日/素材種別/素材種別詳細を設定）→検索→予約

海外予約台帳→予約関連の操作→手配メッセージの登録参照

海外予約台帳→行程の操作→見積り＆リクエスト→手配依頼→（利用日/開始時刻/
方面/アイティナリ名称の入力と手配内容を明記）

販売店の方へ
プラン・オプショナルツアーの照会・予約操作方法

手配メッセージ

見積り＆リクエスト

●素 ●詳

税額（現地通貨）日本円換算額国
名 税の名称 対象

ド
イ
ツ

国際線出発（EU圏外行き） 国際線（EU圏外行き）発航空輸送料
ミュンヘン発国際線出発（欧州外行き） フランクフルト発国際旅客サービス料

ミュンヘン発国際線出発 フランクフルト発保安料 9.50ユーロ
7.51ユーロ
33.56ユーロ
23.26ユーロ
41.49ユーロ

1,170円
920円

4,100円
2,850円
5,070円

国際線出発 羽田空港発日
本
旅客サービス施設利用料 大人：2,570円／こども：1,280円

国際線出発 羽田空港発国際観光旅客税 大人・こども（幼児不要）：1,000円

●ノイシュバンシュタイン城の正門とその周辺では現在修復工事のため一部足場が組まれている場合が
あります。終了時期は未定です。

●ノイシュバンシュタイン城の見学は別の日にご案内する場合があります。また、変更に伴い、出発時間が
前後する場合があります。

●クリスマス市は、主催者側の都合により日程の変更・中止となった場合はツアーを中止させていただきます。
● ツアー中、1ヶ所の土産物店へご案内させていただくことが条件となっています。
● 最終地延泊プランの設定はありません。
●お申込み時にパスポート番号とパスポートに記載のフルネーム、有効期限をお知らせください。

●11/27、12/12・19出発の4日目の移動はシュトゥットガルトp（約3.5時間）15：35ミュンヘン発i空路、
ルフトハンザ ドイツ航空の直行便で10：55羽田空港着となります。（注1）

●このコースは3名様1室でのお申込みはお受けできません。3名様でお申込みの場合、1人部屋追加代金が必要となります。
●フランクフルトはシャワーのみのお部屋となります。お部屋により、バスタブ付となる場合があります。
●11/27発の2日目、ローテンブルクとニュルンベルクのクリスマスマーケットが開催前にあたるため、
ローテンブルクでは市内観光後フリータイムをお楽しみください。その後、ミュンヘンに向かいミュンヘン
のクリスマスマーケットにご案内いたします。（注2）

飛行機

その他

宿　泊

観　光
ショッピング

コースのご案内　

ご旅行条件（要約）
●募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、㈱日本旅行（以下「当社」といいます。）が企画・募集し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。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、本旅行出
発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）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。
●旅行の申込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の
申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」
「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱い
ます。
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを
受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の承諾の旨を
通知した日の翌日から起算して３日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っ
ていただきます。
(3)当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用さ
れるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された
場合は、お客様の交替の場合に準じ、交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情
により、氏名の訂正が認められず、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。
●旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
●旅行代金のお支払い期日
旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって60日目に当たる日以降22日目に当たる日
（以下「基準日」といいます。）までにお支払いいただきます。

●お客様の解除権
お客様は、いつでも以下に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除する
ことが出来ます。なお、「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込み店の営業日・営業時間
内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

●当社の解除権  旅行開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場
合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。
（1）お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２３日目（前項注1に規定するピーク時に旅行
を開始するものについては３３日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知
します。
（2）天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その
他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全か
つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
一例／日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の
危険情報が出されたとき。　
●当社の免責事項
お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。ただ
し、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありま
せん。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②
運送・宿泊機関等の事故もしくは火災。③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれ
らのために生ずる旅行の中止④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染
病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事
故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれら
によって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
●特別補償　
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手
荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金、入院見
舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は2019年8月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年8月1日
現在有効なものとして示されている航空運賃・適用規則又は2019年8月1日現在国土交
通大臣に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。

〈表〉取消料

＊注1：「ピーク時」とは、１２月２０日から１月７日まで、４月２７日から５月６日まで及び７月２０日から８月３１日までをいいます。

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の前々日・前日及び当日
無連絡不参加及び旅行開始後

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって、４０日目以降
３１日目にあたる日まで

ピーク時に旅行を開始する場合 ： 旅行代金の10％
（5万円を上限）

ピーク時以外に旅行を開始する場合 ： 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10万円以上15万円未満  ： 2万円
旅行代金が10万円未満　　　　　　 ： 旅行代金の20％

申込金（おひとり）
旅行代金の20％

お申し込みの際、別途、詳しい旅行条件を説明した「海外募集型企画旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
尚、「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホ－ムペ－ジhttps://www.nta.co.jpからもご覧になれます。


