必ずお読みください ※お申込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容を必ずご確認の上、お申込みください
ご案内とご注意

KOREA

韓国

１.お申込みについて
●渡航手続きについて

【バス移動について】

旅券（パスポート）をお持ちでない方や期限切れの方は旅券の取得が必要となります。訪問する国に

●観光及び空港～ホテル間の送迎で利用するバスは、ツアーが少人数の場合セダン・バン・ミニバ

より入国時、乗継時等における旅券の必要残期間が異なります。お持ちの旅券が今回の旅行に有効

スになります。また送迎時に複数の車を１人の係員がご案内する場合もあります。また一部のコースで

かどうかの確認、旅券・査証（ビザ）の取得はお客様ご自身でお願いいたします。※パスポート番号、

は、エアポートリムジンバスやタクシー等の公共交通機関、ホテル提供の車なども利用します。●空

発行年月日は別に控えて、予備のパスポート写真をお持ちになることをおすすめします。※当社掲載

港～ホテル間の送迎の際に、免税店（お土産屋）や両替店などに立寄る場合があります。●当社・他

の旅券（及び査証）の情報は、日本国旅券で当社掲載のコースに参加される方を対象としております。

社を問わず他のツアーや他のコースのお客様と同じバスで観光、空港～ホテル間の送迎を行う場合

※当社掲載のコース内容に参加できないお客様や日本国籍ではないお客様は、自国の領事館・渡

があります。このため空港での待ち時間、数か所のホテルに立寄など、時間が必要となる場合がありま

航先国の領事館・入国管理事務所にお問い合わせください。

す。●交通渋滞等の現地事情により、移動の所要時間が大幅に変更になる場合がありますので、予

●旅券（パスポート）について

めご了承ください。

この旅行には日本出発時点で、入国時有効期間３ケ月以上残っている旅券が必要です（2012 年 3

５.観光とオプショナルツアーについて

月 30 日現在）。予告なく変更になる場合がありますので、旅行申し込み販売店へ必ず最新情報をご

●観光では大型バスを利用しますが、少人数の場合、セダンや小型バス（バン）を使用することがあ

確認ください。また、航空便の乗継ルートによっては、他の国の必要旅券残存期間を要求される場合

ります。また、当社・他社を問わず他のツアーや他のコースのお客様と一緒になる場合があります。●

があります。必要残存期間以上の余裕のある旅券をご用意いただくことをおすすめいたします。

交通渋滞などにより、移動や観光の予定時刻が大幅に変更になる場合がありますので、予めご了承く

●査証（ビザ）について

ださい。●施設の休館、その他現地の宗教的な事情や天候等により観光箇所の変更または実施日が

当社掲載のご旅行（韓国）は、90 日以内の観光の場合は、査証は不要です（2012 年 3 月 30 日現在）。

変更になる場合があります。また、それにより自由行動などに影響のでることもありますのでご了承くだ

予告なく変更になる場合がありますので、旅行申込み販売店へ必ず最新情報をご確認ください。

さい。●オプショナルツアーは現地にて別料金でご参加いただける現地実施の小旅行です。（日本ご

【ご予約いただく際のご注意】

出発前にお申し込みいただくツアーもあります。）●観光中に運行事業者によるツアー参加中のお客

●お名前（ふりがな）はパスポートに記載（または予定）のローマ字のつづりを正確にご記入ください。

様の写真撮影が行われる場合があります。撮影については、当該現地国・地域にて遵法の上実施さ

ローマ字氏名を誤って記入した場合、航空会社によっては一文字間違っただけでも予約が無効とな

ご旅行条件 （要約）/（2012/03）
お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき ,
事前に内容をご確認の上お申込みください。
【旅行条件書全文は弊社ホームページにてご確認いただけます】
■募集型企 画旅行契 約 この旅行 は（株）パラダイスインターナショ ナル（東 京都港区 虎ノ門
1-1-23 観光庁長官登録旅行業第 1873 号（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
お渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款企画旅行契約の部によります。

れますが、お客様への撮影可否の意思確認をせず写真撮影が行われることがあります。また、写真購

■旅行のお申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
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、申込金を受領した時に
成立いたします。
■申込金 ：
旅行代金

申込金（お１人様）

50 万円以上

10 万円以上旅行代金まで
5 万円以上旅行代金まで

る場合があります。この場合は旅行契約の解除となり、当社所定のキャンセル料を申し受け致します。

入については、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、ご購入後の写真の交換や返品等

30 万円以上 50 万円未満

●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

のお手伝いは致しかねますので,トラブルが生じないよう写真の確認等を必ず行ってください。●旧盆、

15 万円以上 30 万円未満

3 万円以上旅行代金まで

いただく場合は保護者の同行を条件とさせていただきます。●身体に障害をお持ちの方、健康を害し

旧正月など一部の祝祭日では、地元のレストラン、ショッピング店、市場などが休みとなり、お買い物

10 万円以上 15 万円未満

2 万円以上旅行代金まで

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される方はその旨をご旅行申し込

などお楽しみいただけない場合もありますが、予めご了承ください。（お土産店などは営業している場合

10 万円未満

旅行代金の 20％以上旅行代金まで

み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。なおお客様の申し出に基づき当社

が多いです）

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ご負担とします。

６.食事について

日より前に（お申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

２.旅行代金について

●旅行代金には各コースごとの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。

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、

●表示の旅行代金は、特に記載のない限りエコノミークラス席利用（呼称は航空会社によって異なり

但し、お客様が注文された飲物代や追加料理代はお客様のご負担となります。

取消料、追加諸費用などをお支払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

ます）で、お２人部屋をお２人様でご利用いただく場合のお１人様分の代金です（個室利用コースの

●機内食は各コース毎の日程表に明示した食事回数には含まれません。利用便により機内食が軽

申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

場合を除く）。こども代金の設定がある場合のこども代金（特に記載のない限り、おとな・子供同額にな

食となったり、提供されない場合やホテル、レストランの食事に場合があります。いずれの場合も旅行

■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、下記表の金額

ります）は、旅行出発当日を基準として 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

代金の変更、返金はありません。●食事付きコースで早朝出発の場合、朝食はボックスブレックファ

を取消料として申し受けます。（取消料/お 1 人様）

行出発日当日を基準として２歳未満のお子様に適用されます。航空座席、食事、ホテルのベッドなど

ーストになるか、ホテルによってはご用意ができない場合がございます。その場合、旅行代金の変更は

a:「特定日」（４／２７～５／６、７／２０～８／３１、１２／２０～１／７）に旅行を開始する旅行

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、各コースごとに表記されているこ

ありませんので予めご了承ください。

ｂ：「特定日以外」に旅行を開始する旅行

ども代金が適用となります。

７.現地係員について

３.ホテルについて

●現地係員は、現地にて旅行を円滑に実施するために、空港、駅、ホテルでの送迎ご案内、移動、

【利用ホテル】

観光、オプショナルツアー、現地のご案内等を行います。これらの業務以外の日程表上の自由行動

●特に明記のない限りお部屋からの眺望および階数の指定、その他お部屋に関するご指定はお受け

時、ホテル滞在時にはありません。また現地係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。●現

できません。●利用ホテルは各都市或いはコースごとに指定したもの以外は、同等グレード内のいず

地係員は複数のコースのお客様を同時にご案内する場合もあります。●現地の規定上、出入国手続

れかのホテルとなりますが、場合によっては表示されたグレードよりも高いホテルになることもあります。

き、通関手続き、途中の乗継空港での手続き、チェックアト等はお客様ご自身で行ってもらいます。

●３名様で１部屋（トリプル）ご利用の場合

８.お買い物のご案内について

■旅行代金のお支払い ：旅行代金は旅行開始の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる

a:
契約解除の日

●お客様の便宜を図るため、ご旅行中にお土産店にご案内することがありますが、これはお土産店へ

ッドの運搬は夜遅くなるのが一般的です）。またホテルによりトリプルの利用ができない場合があります

の入店や購入を強制するものではありません。当社では、お土産店の選定には万全を期していますが、

「特定日以外」に旅を

開始する旅行

旅行開始日の前日から起算して

開始する旅行

旅行代金の１０％

さかのぼって４０日目にあたる日以

お２人部屋（ツインルーム）に簡易ベッドを入れ、３名様でご利用いただくため手狭となります（簡易ベ

ｂ：

「特定日」に旅行を

無料

(１０万円を上限)

降～３１日目にあたる日まで

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円

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

旅行開始日の前日から起算して

旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・５万円

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

さかのぼって３０日目にあたる日

旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・３万円

定したコース場合、旅行出発日を基準にして１部屋のご利用人数が減少した場合は、旅行代金が変

ってください。観光時間等の関係上、お土産店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程保

以降～１５日目にあたる日まで

旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・２万円

更となります。

証の変更補償金の支払い対象とはなりません。

ので予めご了承ください。その際はお２人部屋とお１人部屋（追加代金必要）をご利用いただきます。
なお、トリプルの割引はありません。 ※１つの部屋に３人様以上のお客様が宿泊することを条件に設

●お１人様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。お部屋を１人様で利用する場合はお１人部屋追加代金が
必要となります（なお、混雑時やホテルの事情によってはお１人部屋の手配をお受けできない場合も

旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０％
旅行開始日の前日から起算して

9.追加手配について
●お客様のご希望により当掲載以外の延泊、グレードアップ、ガイド、車、レストランなどの各種追加

さかのぼって１４日目にあたる日

旅行代金の２０％

以降～３日目にあたる日まで

あります）。お１人様部屋は原則として１ベッドルームとなるため、お２人部屋より狭い部屋になること

手配をお受けします。この場合の旅行形態は当社との手配旅行契約となります。当該手配の手数料

旅行開始日の前々日～当日

があります。※お２人様でお申し込みの場合でも出発前にお１人様がキャンセルされた場合、お１人

については、実費とは別に旅行業務取扱料金（以下手配通信費を含む）が必要となります。なお、お

旅行開始後又は無連絡不参加

様追加代金が必要となります。

申込み後の変更、取消についても旅行業務取扱料金が必要となります。また、追加手配の予約回答

■旅行代金に含まれるもの（いずれも旅行日程に明示されたものに限る／これらの費用は、お客様の

後の変更、取消についても旅行業務取扱料金、及び追加手配の取消料が必要となりますのでご了

都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。） ：

●お部屋のベッドタイプについて
お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」とキングサイズまたはクィーンサ
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。（ご指定はできません） お２人用
のお部屋にはできる限り「ツインベッドルーム」をご用意いたしますが、場合によっては「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事があります（簡易ベッドの運搬は夜

旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

●航空、船舶、鉄道等輸送関係の運賃、料金【この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料

承ください。
※当該手配の場合の延泊、グレードアップ等の追加料金は、当掲載の代金とは異なります。※追加
手配はご希望通り手配できない場合があります。

金「原価の水準の異常変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一
律に課せられるものに限ります。」を含みません。また、特に記載がない限りエコノミークラスを基準とし
ます。】●送迎のバス等の料金●観光の料金（バス料金、ガイド料金、入場料）●宿泊の料金及び

遅くなるのが一般的です）。但し、ハネムーナーやご夫婦等のカップルでご参加の場合、また時期によ

10.旅行先の環境事業について

税・サービス料金（特に記載がない限り 2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を基準としてます）●食事の料金

ってはそれ以外のお客様にも「ダブルベッドルーム」で大型ベッド 1 台のみのご利用となる場合もありま

●旅行先の宿泊施設では、洗剤による水質汚染を防ぐため、お部屋のタオルの交換を行わない場

及び税・サービス料●航空機による手荷物の運搬料金（航空会社の手荷物有料化に伴い一部含ま

す。また「ツインベッドルーム」の場合、2 つのベッドが離れていない部屋や、2 つのベッドサイズ、種類

合があります。タオル交換希望の際はタオルをバスタブに入れておく、部屋の床に落しておく等の意

れない場合があります。現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部の空

が異なる部屋が含まれます。また韓国ではオンドル部屋（韓国式和室床暖房部屋）となる場合があり

思表示が必要な場合がありますのでご注意ください。また、現地に自然遺産や文化遺産に配慮した

港、ホテルではお客様ご自身で運搬していただく場合があります。添乗員同行コースの同行費用●

ます。

環境マナーや法規則があり、現地でのゴミのポイ捨て等に対し罰金を課される場合もあります。事前に

燃油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージ（航空会社の定める燃油サーチャージの増額・

●眺望タイプについて

現地の環境事情を確認するようお願いします。

減額・廃止があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。）

各ホテル紹介ページに記載のお部屋のカテゴリー名称は、ホテル側が名付けたカテゴリー名称を記

11.空港税等について

■旅行代金に含まれないもの ：前項の他は、旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

載しています眺望によりカテゴリー分類されている場合もありますが、ホテルの立地状況、創業年数、

●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

●超過手荷物料金●クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その

周囲の環境の変化、ご利用階数などにより、眺望の範囲や景観に差異がある場合があります。例えば

（出入国税、空港施設使用料、税関審査料など）の支払いは義務付けられています。●旅行代金に

他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金●渡航手続関係諸費用●

オーシャンビューでも客室から眺めたとき“ヤシの木”や“建物の改装”などで眺望が多少遮られたり、

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

オプショナルツアー料金●運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）●日本国内の

ラグーンやハーバー越しに海が見えることがあります。また、敷地が広く海が近くに見えない場合など

いるもの、また日本の各空港施設使用料等については、お申し込みの販売店（当社）に旅行代金とあ

空港施設使用料●日本国内における自宅から発着空港集合・解散地点までの交通費・宿泊費●

景観に差異がある場合もあります。パーシャルオーシャンビューとは客室から海の一部が見えるお部

わせて日本円でお支払いください。（2012 年 3 月 30 日現在の下記参照）●複数の国や都市を訪問

旅行日程中の空港税等（但し、空港税等を含んでいることを明示したコースを除きます。）●現地で

屋となります。また、「デラックスルーム」が一番下のカテゴリーになる場合もあります。

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便の経由

の手荷物運搬料金

【チェックイン・チェックアウトについて】

する空港や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ります。●日本円換算額は、ご

■特別補償 ：当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず

●ホテルの混雑具合によって時間が必要となる場合があります。地域により個人チェックインと同様に

請求時に確定させていただきます。それ以降の為替変動による追加徴収や返金はいたしません。●

募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ

ホテル所定のレジストレーションカードへの記入が必要な場合があります。ホテルのチェックアウト時間

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。●各コースは、

偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約

は、チェックイン時ホテルスタッフにご確認ください。また国際電話やお部屋のミニバー用として国際ク

おとなお１人様分をご案内しています。

款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払いします。

レジットカードまたは現金での保証金を請求されることがあります（特に費用の発生がなければチェック
アウト時に返金されます）。これは旅行代金に含まれない電話代やお部屋のミニバー利用など個人的

（）内はこども料金、特に記載のない場合はおとな・こども同額、幼児不要

な勘定の保障としてカード控えをホテルがお預かりするものです。

国

名

【その他ホテルについて】

名

称

成田国際空港

●グループ、ご家族参加で２部屋以上をご利用いただく場合、一般的にホテルの受入れ事情により

施設使用料

お隣り、またはお近くの部屋をご用意するのが困難の場合がありますので予めご了承ください。●同じ

成田空港旅客保安

コースでご旅行をしていただいている場合でも、ホテルによっては全グループのお客様に同じタイプ、

日

本

サービス料

同じフロアーのお部屋を提供できないがあります。●各コース記載しているホテル情報は 2012 年 3

羽田空港旅客保安

月 30 日現在のものです。予告なく変更となる場合があります。●一部ホテルで日本語スタッフのサ

サービス料

ービスは、ホテル内の一部施設で提供できない場合や ホテル側の事情により日本語スタッフが不
在の場合もありますので予めご了承ください。●各ホテルの情報、スパ等の施設の利用や各種料金、
営業時間などは現地の運営になります。お申し込み、詳細等は現地のホテルに直接お問い合わせ、
お申し込みください。●一部の地域、ホテルではバスタブはなくシャワーのみのお部屋となる場合があ
ります。●韓国内のホテルでは環境保護の立場から、石鹸以外の洗面用具類は設置されていません
のでご持参をおすすめいたします。●運送機関、ホテル側の事情により、宿泊都市（場所）および訪
問都市（場所）の順序が変更となる場合があります。

■旅行条件・旅行代金の基準 この旅行条件は 2012 年 3 月 30 日を基準としてます。又、この旅行

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

税

代金は 2012 年 3 月 30 日現在の有効として公示されている運賃・規則、または 2012 年 3 月 30 日

（2012 年 3 月 30 日現在）
額

対

象

2,040 円(1,020 円)

国際線出発

500 円

国際線出発

2,000 円(1,000 円)

国際線出発

日本円目安

■その他 ：（1）旅行代金は特に記載の限りおひとり分を表示しています。また、こども代金は、旅行開
始日当日を基準に満 2 歳以上～12 歳未満の方に適用します。（2）当社はいかなる場合も旅行の再
実施は致しません。（3）当社所定の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
合は航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正など必要になります。この場合当社らは、お客
様の交替の場合、お客様の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

韓国（ソウル）

旅客サービス料

28,000 ｳｫﾝ

国際線搭乗

約 2,160 円

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。この場合は当社所定の取消料をいただき

韓国(ソウル以外)

旅客サービス料

23.000 ｳｫﾝ

国際線搭乗

約 1,780 円

ます。

※上記日本円換算目安額は、2012 年 3 月 30 日現在三菱東京 UFJ 銀行売渡レートによります。（10 円未満は切り上げ）100 ウォン＝約 7.7 円

12.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は含まれている場合、旅行契約成立後に、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徴収ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはありません。●燃油
サーチャージとは、燃油に関連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

４.交通機関・乗継について

条件下に従って航空会社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける。航空券料金には含まれない

【航空機利用】

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

●特に記載のない場合を除き、航空機の座席はエコノミークラスになります。
各日程に記載の航空機発着時間は、2012 年 3 月 30 日現在を基準にしています。航空会社のスケ

られます。

ジュール変更などにより発着時間、便名などが変更となる場合があります。確定発着時間は旅行出

13.現地危険情報・衛生情報

発前にお渡しする最終行程表にてご確認ください。

●渡航先（国、または地域）によって外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出

早朝

朝

午前

午後

夕刻

夜

深夜

04：00～

06：00～

08：00～

12：00～

16：00～

18：00～

23：00～

されている場合があります。海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認い
ただけます。【東京０３－５５０１-８１６２】【URL：http://www.anzen.mofa.go.jp/】

●運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またこれらによって生じる旅行日程の

●渡航先（国、または地域）の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」

変更、目的地滞在時間の短縮及び観光箇所の変更、削除等が生じる場合もあります。このような場

ホームページでご確認ください。【URL：http://www.forth.go.jp/】

合責任は負いかねますが、当初日程に従った旅行サービスが受けられるよう手配努力いたします。●

14.海外旅行保険の加入について

現地空港での出国審査後など弊社の現地係員がお客様のお手伝いをできない場所で、航空機の

●より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険に必ず

発着時間の変更や利用便の運休が生じる場合があります。その際は航空会社の地上係員の指示に

ご加入されることをおすすめします。

従って行動していただきます。原則的に通関後の対応は航空会社側になり弊社係員からのご案内は

15.個人情報の取り扱いについて

できなくなります。●復路到着便が遅延により、日本帰着後の国内交通機関との乗継が不可能な時、

●当社は、旅行申込みに際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話

この場合は当該航空会社の運送約款により対応することになり、当社の責任は負いかねますので、予
めご了承ください。●航空機の座席配列や空港での個人チェックイン化に伴い、グループ、カップルの
方でも隣り合わせにならない場合があります。例えば、通路を挟んで座席、前後の座席、離れた座席

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。

番号、メールアドレスなど）について、お客様との連絡、お申込みいただいたご旅行における運送、宿
泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

となる場合があります。その場合の返金はありません。●すべての座席が禁煙席となります。●コードシ

16.ご出発前のご案内について

ェア便とは、ご利用になられる航空機が他の航空会社の機材、及び客室乗務員で運行される場合が

●ご出発 1 週間～3 日前（遅くとも前日まで）に最終旅行日程表をお渡しいたします。宿泊ホテル及

あります。（共同運航便）

び利用航空会社などスケジュールについては、旅行出発前にお渡しする最終日程表にてご確認くだ
さい。現地でのご連絡先は最終日程表にてご案内いたします。

（4）時間帯のめやす。
早朝

朝

午前

午後

夕刻

夜

深夜

04：00～

06：00～

08：00～

12：00～

16：00～

18：00～

23：00～

●渡航先（国、または地域）によって外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出
されている場合があります。海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認い
ただけます。
【ＴＥＬ０３－５５０１－８１６２ ＵＲＬ：http://ｗｗｗ.anzen.mofa.go.jp/】●渡航先（国、または地域）
の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」ホームページでご確認くだ
さい。【ＵＲＬ：http://www.forth.go.jp/】
●海外旅行保険への加入について安心してご旅行いただくため、ご旅行中の病気や事故、盗難に
備えて、海外旅行保険に必ずご加入されることをお勧めします。
●個人情報の取扱について当社は、旅行申込みに際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人
情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客様との連絡、お申込みいただいた
ご旅行における運送、宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用
させていただきます

