
疾病・傷害治療及び救援者費用を

最大1,000万円
までサポート！ 詳しくは、

当社Webサイトにて
ご確認ください。

新型コロナウイルスへの感染をはじめ、
ご旅行中の病気やケガなどの「もしも」の時も安心です。

※本保険には賠償責任保険は付帯されておりません。また、1,000万円を超える治療費及び救
援者費用が生じる場合もあるため、お客様ご自身でも別途十分な補償が組み込まれた海外旅行保
険にご加入されることを強くお勧めいたします。

新型コロナウイルス罹患による治療にも対応！

㊟ 

※当パンフレット掲載コースにお申込みの方に限ります。
※適用に際し、条件があります。

出発直前の取り消しの場合、取消料を

最大50 万円
までサポート！ 詳しくは、

当社Webサイトにて
ご確認ください。

ご出発前に「旅行を延期や中止しなければならないような出来事」が、
もし起こったら・・・

そのような事態に備えた安心サービスをご提供します。
㊟ 「取消料サポート」とはお申込みいただいたツアーの3日前以降の取り消しによって発生した取
消料を減額することを意味します。

出発直前のアクシデント発生にも対応

※当パンフレット掲載コースにお申込みの方に限ります。
※適用に際し、条件があります。

旅行中の急な病気やケガもしっかりサポート

海外旅行保険付き

日本出発前の急なアクシデントも安心

取消料サポート付き

名古屋発関空発成田発
札幌・福岡 その他各地からもご参加いただけます。

イタリア
フランス
イギリス

イタリア
フランス
イギリス

～

2023年

35.99
万円31.99

万円
旅行代金／スペシャル！イタリア周遊8日／成田発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス

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。

経験豊かなベテラン添乗員が同行!

学生旅行
新社会人

2 3月 月▶

燃油サーチャージ込み

初めてでも安心
添乗員同行

5,000
割引

お1人様

円

U25割
（P1参照）

満25歳以下のお客様は
ご予約完了で旅行代金より

ジ旅旅
応援
ンベリ

充実の
安心サポート
　　付き

おまたせいたしました

いくよ！
海外旅行# あなたを待つ旅



1

全コース、添乗日数 2,000日以上の経験豊かなベテラン添乗員が同行！
ご出発前もご旅行中も安心です。 

ご出発前の旅の疑問や不安は
「安心コール」で解決します。

ヨーロッパを深く知る
経験豊富な添乗員が他にはない旅を演出します。

ご出発の5～2日前までに、お申込みのツアーに同行させていただく担当
添乗員がご挨拶を兼ねてお電話いたします。 
ご質問やご希望など、どんなことでもお気軽にお尋ねください。 
※代表者の方のみへの連絡となります。※ご不在で連絡がつかない場合
はご容赦ください。

「ツアーの良し悪しは添乗員で決まる」とも言われます。
日本旅行の自慢の1つが、その添乗員です。特にヨーロッパを得意として
いる添乗員がきめ細やかなお世話をいたします。

24時間 365日対応の
「日本語安心サービス」でダブルサポート！
損保ジャパン「日本語安心サービス」をご用意しています。
急なケガや病気はもちろんのこと、パスポート紛失など
旅先でのあらゆるアクシデントでお困り時にご利用いただけます。
詳しくは最終日程表でご確認ください。

同行する添乗員は「ツアーセーフティーネット」から最新の安全情報を入手し、ツアーの

安全に務めています。緊急時にはこのシステムを通じて迅速な対応が可能になります。

観光庁「ツアーセーフティーネット」に参加しています。

ご旅行中

●最寄りの提携医療機関のご案内・ご予約及びキャッシュレス治療提供
●各種トラブルがあった際、電話による通訳
●ご自宅・親族へのメッセージ伝達サービス
●パスポートやクレジットカードの損失の際、手続の方法の案内

「日本語安心サービス」の内容（一例）

ご出発前

ご出発からご帰国までお客様のご旅行をサポート

安心のヨーロッパへの旅をお約束します。

是非チェックください！
海外旅行の企画担当者が発信するSNS

“こんな素敵な場所があります!”や“今
注目されてる場所はココ！”など、旅
の目的地をみつけていただくヒントに
なる情報を発信。現地視察で発見した
レア情報も必見です！ 

現地を熟知した、海外旅行の企画担当
者だからこそ知る“旅ネタ”をつぶやい
ています。季節の旬な情報や、今後発
売される新商品情報も、いち早くお知
らせしてます。

Instagram twitter

表紙写真： イタリア／ベニス（XM）／イメージ

ジ旅旅
応援
ンベリ

海外用「WiFiルーター」レンタル

15%割引クーポン付き！

イヤホンガイドサービス付き！

トリプル利用は追加代金なしでOK！

※適用条件：ツアー出発日（国際線出発日）時点で、満25歳以下のお客様にのみ適用されます。

満25歳以下のお客様対象！

5,000割引お1人様

円

U25割
（P1参照）

ツアーお申込みの際に必ずご確認ください。

満25歳以下のお客様はご予約完了で、旅行代金より

※ 当パンフレット掲載コースにお申込みのお客様のみ対象となります。
※ 割引の対象はレンタル料金（データ容量プラン）のみとなり、あんしん保証
等のオプションは対象となりません。予めご了承ください。

※ 事前にお客様からテレコムスクエアへのWeb申込みが必要です。
※ ご利用希望の場合は、最終旅行日程表とご一緒にお渡しするご案内書を参
照の上、お客様ご自身でお申込みください。事前にお申込みがない場合は、
割引は適用となりませんのでご注意ください。

※ お申込みにはクレジットカードのご登録が必要となります。
※ WiFiルーターの受取・返却は、国際線出発・帰着空港となります。詳細は、お申込みのWebサイトで
ご確認ください。

観光中に周囲が混雑していたり、ガイドから離れていたりすると、ガイドの説
明を聞き逃してしまうことがよくあります。ご参加の皆さまにイヤホン（受信
機）をご用意し、観光の際にご利用いただきます。
※ 現地の電波事情や地域・観光施設の事情により持ち込みが禁止されている箇所があり、ご利用
　 できない場合があります。予めご了承ください。

※ トリプルは２人部屋に簡易ベッドを入れて３名様でご利用いただくため相当手狭になり、ベッ
　 ドの搬入は夜遅くなることが一般的です。
※ ２部屋利用となった場合、隣、近接、同じ階の部屋をご用意できないことがあります。

3人で仲良く旅ができるようにトリプルをご希望の場合、できるだけ3名1室
で入れるお部屋を手配します。ただし、一部都市ではホテルに3名利用の部屋
が少ないため、2名様と1名様に分かれてご利用いただく場合がございます。
2部屋での手配となった場合でも追加代金はいただきません。

旅を安心して楽しむためにお客様へお願い

安心・安全な海外ツアーを
お楽しみいただくための当社の取り組み

渡航準備・手続き

イタリア フランス イギリス

イタリア旅行の
準備・手続きは
こちらから

フランス旅行の
準備・手続きは
こちらから

イギリス旅行の
準備・手続きは
こちらから

「no travel , no life.」はこちらから

卒業旅行に行けなかった新社会人も応援！

販売店の方へ U25割は自動適用となります。



日
次
国
名 行　程 コース内容（◎＝入場観光、○＝下車観光、△＝車窓・乗船観光）

1

イ

タ

リ

ア

成田発着
本コースは成田発着です。各自、成田空港までご集合ください。

09：20成田空港発L
イスタンブール乗継L
夜ミラノ着

■成田空港より添乗員が同行します。
■空路、イスタンブール乗継ぎ、イタリアのミラノへ。
� ミラノまたはマルペンサ空港泊 C-GC-

2

午前 ミラノ市内観光
B約2.5時間
ベローナ自由散策
B約2時間
夜ベニス着

■午前、ミラノ市内観光。
� ◎ドゥオモ、○ビットリオ・エマヌエーレ2世アーケード、○スカ
ラ座。昼食は、名物のミラノ風カツレツをどうぞ。

■午後、中世の古都 ベローナ自由散策（約1時間）。
� 旧市街の散策をお楽しみください。�ベニス（メストレ）泊 FDS

3

午前
ベニス市内観光
ゴンドラ遊覧

B約4時間
夜フィレンツェ着

■午前、 ベニス市内観光とゴンドラ遊覧。
� ○サンマルコ寺院、○サンマルコ広場、△ベニス名物のゴン
ドラで運河をゆったりとめぐるひとときをお楽しみください。
2/10〜17
出発限定

人気の「ベニスのカーニバル」
期間中に訪れます。（下記参照）

� フィレンツェまたはプラートまたはカレンツァーノ泊 FC-S

4

午前
フィレンツェ市内観光

午後
半日フリータイム

■午前、 フィレンツェ市内観光。
� ○ドゥオモ、○シニョーリア広場、〇ヴェッキオ橋、美しい街
並みを見渡せる○ミケランジェロ広場。
� 昼食は、きのこのパスタをどうぞ。
■午後、フリータイム。
� ご希望の方は、ホテルまでお送りします。（市内中心部／
� 19：00頃集合、詳細は添乗員よりご案内します。）
フリータイムにうれしいお知らせ
ご希望の方には、斜塔で有名なピサへご案内します。
※約1時間30分の散策を各自でお楽しみいただきます。
※現地で添乗員にお申込みください。※斜塔の入場は含まれておりません。

� フィレンツェまたはプラートまたはカレンツァーノ泊 FDC-

5

午前フィレンツェ発
B約4時間
ローマ市内観光

■昼食は、名物のピッツァ・カプリチョーザをどうぞ。
■午後、 ローマ市内観光。
� △コロッセオ、○トレビの泉、○スペイン広場、バチカン市国
◎サンピエトロ寺院、◎バチカン美術館。
� ローマ泊 FDC-

6 ローマ滞在
終日フリータイム

■終日、フリータイム。観光やショッピングなど思い思いの休
日をお過ごしください。� ローマ泊 FC-C-

7 朝ローマ発L
イスタンブール乗継L

■空路、イスタンブール乗継ぎ、帰国の途へ。
� 機中泊 FC-G

8 07：50成田空港着 �  GC-C-
ワクチン接種回数が2回以下の方へのご案内（2022年10月現在）

ワクチン3回未接種の方には、日本への入国（ご帰国）時に必要となる「PCR検査陰性証明書」取得までのお手伝いをさせて
いただきます。検査や証明書発行に関する費用はお客様負担となります。（費用目安：約15,000円〜50,000円をご出発ま
でにご請求申し上げます）また、行程を変更してご案内する場合がございますので、予めご了承ください。なお、検査証明書
はお客様個人のメールアドレスに送付されますので、海外で使用可能なスマートフォンなどを必ずご持参ください。

販売店の方へ 40日前までにお客様のパスポート番号、発行国、有効期限、生年月日、国籍を必ずお知らせください。

ツアー詳細3131..9999万
円
万
円 3535..9999万

円
万
円〜〜

スペシャル!スペシャル!
イタリア周遊8日イタリア周遊8日

成田から添乗員同行
旅行代金〔成田発・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）BC
ツアーコード 成田発：20015260
出発日 エコノミークラス 出発日 エコノミークラス

2/10（金）

319,900

3/3（金）

359,9002/13（月） 3/6（月）

2/17（金） 3/10（金）

2/20（月）  =ベニスのカーニバル期間中に訪れます。
1人部屋追加代金 37,000（利用部屋タイプは裏表紙をご覧ください）
当コースは、国内線特別代金プランの設定はございません。
各自で成田空港にご集合ください。
旅行代金には 燃油サーチャージが含まれております。（裏表紙参照）

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。（詳細はP6参照）
現地空港諸税目安額 約7,420円
日本発着時
利用航空会社 ターキッシュ・エアラインズ

最少催行人員 15名（※ご出発の60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。 ）

添乗員 成田出発から成田到着まで同行いたします。
食事

（機内食は除く） 朝食6回、昼食3回、夕食2回

利用ホテル 〈ミラノまたはマルペンサ空港、ローマ〉Aクラス以上 〈他都市〉Bクラス以上
※いずれも部屋指定なし ※各都市の利用ホテルは、下記ホテル一覧をご参照ください。

利
用
ホ
テ
ル
一
覧

ミラノまたは
マルペンサ空港

（シャワーのみ）

Aクラス
以上

●リパモンティ・レジデンス(郊外)●ホリデイ・イン・ミラノ・ノ
ルド・ザラ●グランド・バローネ・ディ・サッシ●ヒルトン・ガー
デン・イン・マルペンサ（空港）●グランド・ドゥカ・ディ・マントバ

ベニス（メストレ）
（シャワーのみ）

Bクラス
以上

●アレキサンダー●チェントラーレ●ノボテル・ベニス・メスト
レ・カステラーナ●ルソット●フォーポインツ・バイ・シェラトン

フィレンツェまたは
プラートまたは
カレンツァーノ

（シャワーのみ）

Bクラス
以上

●ミラージュ●オートパーク●サン・ジョルジョ＆オリンピック
●ダティーニ（プラート）
●ミロ（カレンツァーノ）

ローマ
（シャワーのみ）

Aクラス
以上

●サンマルコ●ワルムトテル●H10チッタ・ローマ●ディアナ・
ルーフ・ガーデン●FH55・グランドホテル・パラティーノ

パスポート・査証
（日本国籍の方/P6参照）

パスポート残存有効期間 現地出国時3ヵ月以上
査証 不要

〔宿泊都市のご案内〕
日本旅行では、ホテルの確保に最善を尽くしておりますが、下記の近郊宿泊都市に変更となる場合がござい
ます。予めご了承ください。なお、ホテルクラスおよび観光内容、旅行代金の変更はございません。
都市名 ミラノ	 近郊都市名 マルペンサ空港（50km/約50分）
都市名 フィレンツェ	 近郊都市名 プラート（20km/約45分）	カレンツァーノ（15km/約30分）

飛行機 ● 行程表内記載の航空スケジュールは2022年10月時点の冬のスケジュールを基本としています。
宿　泊 ● 各宿泊地では分宿となる場合がございます。また、添乗員が同一ホテルに宿泊しない場合がござい

ます。予めご了承ください。
● 各都市のホテルのお部屋は基本的にシャワーのみのお部屋となりますが、お部屋の割り当てにより

バスタブ付きのお部屋となる場合がございます。
● 各ホテルでの朝食はコンチネンタルブレックファストとなります。また、ホテル出発が早朝となる場合

の朝食は、ボックスブレックファスト（お弁当）となる場合がございます。
観　光 ● ローマの通常市内観光で訪れる地区は、大型バスでの乗り入れや乗降車が制限されるなどの交通

規制が敷かれております。この規制は今後も引き続き行われる見込みで、その為、徒歩観光での移
動が増えたり、公共の交通機関（タクシーや地下鉄、路線バスなど）を利用する場合があります。交
通規制に関しては、情報が流動的であり、出来る限りの最新情報を捉えながら弾力的にツアーを運
営します。これにより、現地での観光順序や観光箇所の入れ替え、入場箇所での順番待ちなどが予
想されますが、ご理解と予めのご了承をお願い致します。またこれらの理由による変更が生じた場
合、旅程保証（変更補償金の支払い）の対象にはなりませんので、予めご承知おきください。

● 出発日限定でお楽しみいただける「ベニスのカーニバル」は主催者側の都合や悪天候など現地事
情で日程の変更、中止となる場合があります。

● 4日目、ミケランジェロ広場からの眺望観光は、前日にご案内する場合があります。その場合、夕景
または夜景となる場合があります。

その他 ● 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。
● 当パンフレット掲載コースは、弊社が旅行企画・実施する他のツアーと同じバスで観光、送迎、添

乗案内を行います。その場合、1人の添乗員が同時にお世話をいたします。
● コース表に記載の各地の発着時間は、目安の予定時間です。確定フライトスケジュール、季節や天

候、曜日、ホテルの立地など現地事情により前後しますので予めご了承ください。最終的なご案内
は、現地で添乗員よりお知らせいたします。

● 日曜、祝祭日がフリータイムや自由散策の場合、平日に比べて多くのお店がお休みとなりますが日
曜はオープンするお店も増えてきています。（国により異なります。）

■  ミラノ、ベニス、フィレンツェ、ローマでは市内観光付き。
■  バチカン美術館にもご案内。
■  世界遺産の小都市ベローナも訪れます。
■  6日目のローマでは 
まる1日のフリータイムもご用意。

■  イタリアの名物料理も満喫。

コースのポイント

写真すべて（XM）／イメージ

イタリア人気4都市と4つの世界遺産へ。

バチカン美術館

フィレンツェ／ドゥオモ ローマ/トレビの泉

ベニスのカーニバルの
雰囲気が楽しめる!!

イタリアの名物料理を満喫!!

左記期間中にベニス
を訪れるツアーでは、
ベニスのカーニバル
の雰囲気が楽しめま
す。期間中は世界中か
ら観光客が集まり、い
つも以上に華やかな
雰囲気です。仮面や
仮装で賑わう雰囲気
はこの時期だけ楽し
める旬の旅です。開催期間：2/11〜2/21（予定）

ミラノ/ドゥオモ

▲2日目：ミラノ風カツレツ

▲4日目：きのこのパスタ

▲5日目：ピッツァ・
カプリチョーザ

イメージ

（XM）／イメージ（XM）／イメージ

旅行代金／スペシャル！イタリア周遊8日／成田発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス旅行代金／スペシャル！イタリア周遊8日／成田発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス
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。

ローマ②

ピサ

ベローナ

フィレンツェ②

ベニス①
ミラノ①

イタリア

またはプラート
またはカレンツァーノ

または
マルペンサ空港

は宿泊地（近郊都市含む）
　 ○内の数字は宿泊数です。

ご希望の方は
フリータイムにご案内

最大1,000万円まで補償
海外旅行保険付き！（表紙参照）

最大50万円まで補償
取消料サポート付き！（表紙参照）

満25歳以下のお客様はご予約完了でお1人様5,000円割引！！（P1参照）U25割
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コースのポイント

日
次
国
名 行　程 コース内容（◎＝入場観光、○＝下車観光、△＝車窓・乗船観光）

1

イ

タ

リ

ア

関空発着 名古屋発着（P6参照）

各自、関西空港までご集合ください。 15：30 JR名古屋駅発B
18：50関西空港着

■関西空港より添乗員が同行します。
23：30関西空港発L
■空路、エミレーツ航空でドバイ乗継ぎ、イタリアのローマへ。� 機中泊 C-C-G

2
ドバイ乗継L
12：40〜13：25ローマ着
ローマ市内観光

■午後、 ローマ市内観光。
� 古代円形闘技場○コロッセオ、コインを投げ入れ再訪を願う
○トレビの泉、○スペイン広場。

� ローマ泊 GC-C-

3
ローマ滞在
終日フリータイム

■終日、フリータイム。観光やショッピングなど思い思いの休
日をお過ごしください。
� ローマ泊 FC-C-

4

07：00ローマ発
B約5時間
ピサ自由散策

B約1.5時間
フィレンツェ市内観光

■午前、斜塔で有名な街 ピサ自由散策（約1時間）。
� ガリレオの落下の法則の実験で有名なピサの斜塔周辺での
散策をお楽しみください。
� ※斜塔の入場は含まれておりません。
■午後、 フィレンツェ市内観光。
� ○ドゥオモ、○シニョーリア広場、美しい街並みを見渡せる
○ミケランジェロ広場、鼻に触れると幸運を呼ぶと言われ
る○イノシシ像。
� フィレンツェまたはプラートまたはカレンツァーノ泊 FC-C-

5
フィレンツェ滞在
終日フリータイム

■終日、フリータイム。
� ご希望の方は、市内中心部までお送りします。（ホテルロビー
／09：00頃集合、詳細は添乗員よりご案内します。）
� フィレンツェまたはプラートまたはカレンツァーノ泊 FC-C-

6

08：00フィレンツェ発
B約4時間
ベニス自由散策
ゴンドラ遊覧

■午前、ベニスへ。
■午後、 ベニス自由散策（約3時間）とゴンドラ遊覧。
� △ベニス名物のゴンドラで運河をゆったりとめぐるひととき
をお楽しみください。その後、サンマルコ広場付近で解散し
ます。迷路のように無数に広がる運河と、石畳が美しい街の
散策をお楽しみください。
2/7・14
出発限定

人気の「ベニスのカーニバル」
期間中に訪れます。（P2参照）

� ベニス（メストレ）泊 FC-C-

7 15：25〜15：35ベニス発L
■ホテルをゆったり11：00頃出発し、空港へ。
■空路、エミレーツ航空でドバイ乗継ぎ、帰国の途へ。
� 機中泊 FC-G

8

関空発着 名古屋発着（P6参照）
ドバイ乗継L
17：05関西空港着� C-GC-
■着後、解散。 20：00関西空港発B

23：20JR名古屋駅着

ワクチン接種回数が2回以下の方へのご案内（2022年10月現在）
ワクチン3回未接種の方には、日本への入国（ご帰国）時に必要となる「PCR検査陰性証明書」取得までのお手伝いをさせて
いただきます。検査や証明書発行に関する費用はお客様負担となります。（費用目安：約15,000円〜50,000円をご出発ま
でにご請求申し上げます）また、行程を変更してご案内する場合がございますので、予めご了承ください。なお、検査証明書
はお客様個人のメールアドレスに送付されますので、海外で使用可能なスマートフォンなどを必ずご持参ください。

販売店の方へ 40日前までにお客様のパスポート番号、発行国、有効期限、生年月日、国籍を必ずお知らせください。

関空から添乗員同行
旅行代金〔関空発・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）BC
ツアーコード 関空発：20015270　名古屋発：20015280
出発日 エコノミークラス 出発日 エコノミークラス

2/7（火）

359,900
2/28（火） 359,900

2/14（火） 3/7（火） 419,900
2/21（火）  =ベニスのカーニバル期間中に訪れます。
1人部屋追加代金 31,000（利用部屋タイプは裏表紙をご覧ください）

●名古屋発旅行代金（P6参照） 上記関空発旅行代金と同額
当コースは、国内線特別代金プランの設定はございません。
各自で関西空港にご集合ください。
旅行代金には 燃油サーチャージが含まれております。（裏表紙参照）

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。（詳細はP6参照）
現地空港諸税目安額 約6,430円
日本発着時
利用航空会社 エミレーツ航空

最少催行人員 15名（※ご出発の60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。 ）

添乗員 関空出発から関空到着まで同行いたします。
食事

（機内食は除く） 朝食5回、昼食0回、夕食0回

利用ホテル 〈ローマ〉Aクラス以上 〈他都市〉Bクラス以上
※いずれも部屋指定なし ※各都市の利用ホテルは、下記ホテル一覧をご参照ください。

利
用
ホ
テ
ル
一
覧

ローマ
（シャワーのみ）

Aクラス
以上

●サンマルコ●ワルムトテル●H10チッタ・ローマ●ディアナ・
ルーフ・ガーデン●FH55・グランドホテル・パラティーノ

フィレンツェまたは
プラートまたは
カレンツァーノ

（シャワーのみ）

Bクラス
以上

●ミラージュ●オートパーク●サン・ジョルジョ＆オリンピック
●ダティーニ（プラート）
●ミロ（カレンツァーノ）

ベニス（メストレ）
（シャワーのみ）

Bクラス
以上

●アレキサンダー●チェントラーレ
●ノボテル・ベニス・メストレ・カステラーナ●ルソット
●フォーポインツ・バイ・シェラトン

パスポート・査証
（日本国籍の方/P6参照）

パスポート残存有効期間 現地出国時3ヵ月以上
査証 不要

〔宿泊都市のご案内〕
日本旅行では、ホテルの確保に最善を尽くしておりますが、下記の近郊宿泊都市に変更となる場合がござい
ます。予めご了承ください。なお、ホテルクラスおよび観光内容、旅行代金の変更はございません。
都市名 フィレンツェ	 近郊都市名 プラート（20km/約45分）	カレンツァーノ（15km/約30分）

飛行機 ● 行程表内記載の航空スケジュールは2022年10月時点の冬のスケジュールを基本としています。
宿　泊 ● 各宿泊地では分宿となる場合がございます。また、添乗員が同一ホテルに宿泊しない場合がござい

ます。予めご了承ください。
● 各都市のホテルのお部屋は基本的にシャワーのみのお部屋となりますが、お部屋の割り当てにより

バスタブ付きのお部屋となる場合がございます。
● 各ホテルでの朝食はコンチネンタルブレックファストとなります。また、ホテル出発が早朝となる場合

の朝食は、ボックスブレックファスト（お弁当）となる場合がございます。
観　光 ● ローマの通常市内観光で訪れる地区は、大型バスでの乗り入れや乗降車が制限されるなどの交通

規制が敷かれております。この規制は今後も引き続き行われる見込みで、その為、徒歩観光での移
動が増えたり、公共の交通機関（タクシーや地下鉄、路線バスなど）を利用する場合があります。交
通規制に関しては、情報が流動的であり、出来る限りの最新情報を捉えながら弾力的にツアーを運
営します。これにより、現地での観光順序や観光箇所の入れ替え、入場箇所での順番待ちなどが予
想されますが、ご理解と予めのご了承をお願い致します。またこれらの理由による変更が生じた場
合、旅程保証（変更補償金の支払い）の対象にはなりませんので、予めご承知おきください。

● 出発日限定でお楽しみいただける「ベニスのカーニバル」は主催者側の都合や悪天候など現地事
情で日程の変更、中止となる場合があります。

その他 ● 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。
● 当パンフレット掲載コースは、弊社が旅行企画・実施する他のツアーと同じバスで観光、送迎、添

乗案内を行います。その場合、1人の添乗員が同時にお世話をいたします。
● コース表に記載の各地の発着時間は、目安の予定時間です。確定フライトスケジュール、季節や天

候、曜日、ホテルの立地など現地事情により前後しますので予めご了承ください。最終的なご案内
は、現地で添乗員よりお知らせいたします。

● 6日目ベニスは日曜にあたります。日曜、祝祭日がフリータイムや自由散策の場合、平日に比べて多く
のお店がお休みとなりますが日曜はオープンするお店も増えてきています。（国により異なります。）

■  イタリア人気3都市へご案内。
■  ローマ、フィレンツェでは 
市内観光付き。さらに、 
まる1日のフリータイムもご用意。

■  斜塔で有名なピサも訪れます。

フィレンツェは、「天井のない
美術館」と言われています!

ベニスでは名物のゴンドラ遊
覧も楽しみます。

ローマは歴史・グルメ・アート、
全てが魅力的！

写真すべて（XM）／イメージ

コロッセオ ミケランジェロ広場

ピサの斜塔

ツアー詳細

旅行代金／スペシャル！ローマ・フィレンツェ・ベニス8日／関空発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス旅行代金／スペシャル！ローマ・フィレンツェ・ベニス8日／関空発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス
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。

ゴンドラ遊覧

ローマ②

ピサ
フィレンツェ②

ベニス①

イタリア

またはプラート
またはカレンツァーノ

は宿泊地（近郊都市含む）
　 ○内の数字は宿泊数です。

イタリア人気3都市を制覇！

最大1,000万円まで補償
海外旅行保険付き！（表紙参照）

最大50万円まで補償
取消料サポート付き！（表紙参照）

満25歳以下のお客様はご予約完了でお1人様5,000円割引！！（P1参照）U25割

スペシャル!スペシャル!
ローマ・フィレンツェ・ローマ・フィレンツェ・
ベニス8日ベニス8日
3535..9999万

円
万
円 4141..9999万

円
万
円〜〜
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コースのポイント

日
次
国
名 行　程 コース内容（◎＝入場観光、○＝下車観光、△＝車窓・乗船観光）

1

フ

ラ

ン

ス

成田発着 名古屋発着（P6参照） 関空発着
国内線を利用して、全国各
地からご参加いただけます。
（P6参照）

15：30 JR名古屋駅発B
18：50関西空港着

各自、関西空港まで
ご集合ください。

■成田空港より添乗員が�
同行します。

12：10 成田空港発L
■空路、チューリヒ乗継ぎ、
フランスのパリへ。

夜パリ着� パリ泊 C-GC-

■関西空港より添乗員が同行します。
23：30関西空港発L
■空路、エミレーツ航空でドバイ乗継ぎ、フランスのパ
リへ。

� 機中泊 C-C-G

2
■午前、 パリ市内
観光。（右記参照）

■午後、フリータイム。

� パリ泊 FC-C-

ドバイ乗継L 12：25〜13：30パリ着
■午後、 パリ市内観光。
� ○ノートルダム大聖堂、◎サクレクール寺院、○モン
マルトルの丘、エッフェル塔を望む○シャンド・マルス、
△凱旋門、△シャンゼリゼ通り� パリ泊 GC-C-

3

08：00パリ発
B約2時間
ルーアン自由散策
B約1.5時間
オンフルール自由散策
B約3時間
夕刻 モンサンミッシェル着

■午前、ルーアン自由散策（約1.5時間）。
� モネの有名な連作「ルーアン大聖堂」のモデルとなったノー
トルダム大聖堂など散策をお楽しみください。
■午後、オンフルール自由散策（約1時間）。
� 印象派の画家たちが愛した港町をお楽しみください。
■夕食は、名物のオムレット・モンサンミッシェルをお召し上が
りいただきます。� モンサンミッシェル地区泊 FC-S

4

モンサンミッシェル自由散策
B約4時間

ロワール古城観光①
夕刻ホテル着

■午前、 モンサンミッシェル自由散策（約3時間）。
� 文豪ビクトル・ユゴーが「海の上のピラミッド」と称した修道
院（入場券付き）を各自でお楽しみください。

■午後、 ロワール古城観光①。
� ○アンボワーズ城� ロワール地方泊 FC-C-

5

ロワール古城観光②
B約2.5時間
シャルトル大聖堂見学
B約1.5時間

夕刻パリ着
セーヌ河クルーズ

■午前、 ロワール古城観光②。
� ◎シュノンソー城
■午後、 ◎シャルトル大聖堂見学。
�「シャルトル・ブルー」として讃えられ、ステンドグラスが美し
い大聖堂は世界的にも有名です。
■夕刻、△セーヌ河クルーズでエッフェル塔など美しいパリの
街並みをお楽しみください。� パリ泊 FC-C-

6

午前パリ発
B約1時間
ヴェルサイユ宮殿観光
B約1時間
午後パリ着

■午前、 ◎ヴェルサイユ宮殿観光。
� ルイ14世の栄華を極めた絢爛豪華な宮殿にご案内します。
■午後、フリータイム。

� パリ泊 FC-C-

7

成田発着 名古屋発着（P6参照） 関空発着
朝パリ発L
■空路、チューリヒ乗継ぎ、
帰国の途へ。

14：25パリ発L
■空路、エミレーツ航空でドバイ乗継ぎ、帰国の途へ。

� 機中泊 FC-G

8
10：05成田空港着
■着後、解散。

� GC-C-

ドバイ乗継L
17：05関西空港着� C-GC-
20：00関西空港発B
23：20JR名古屋駅着

■着後、解散。

ワクチン接種回数が2回以下の方へのご案内（2022年10月現在）
ワクチン3回未接種の方には、日本への入国（ご帰国）時に必要となる「PCR検査陰性証明書」取得までのお手伝いをさせて
いただきます。検査や証明書発行に関する費用はお客様負担となります。（費用目安：約15,000円〜50,000円をご出発ま
でにご請求申し上げます）また、行程を変更してご案内する場合がございますので、予めご了承ください。なお、検査証明書
はお客様個人のメールアドレスに送付されますので、海外で使用可能なスマートフォンなどを必ずご持参ください。

販売店の方へ 40日前までにお客様のパスポート番号、発行国、有効期限、生年月日、国籍を必ずお知らせください。

成田から添乗員同行
旅行代金〔成田発・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）BC
ツアーコード 成田発：20015290
出発日 エコノミークラス 出発日 エコノミークラス

2/10（金）
339,900

3/2（木） 439,900
2/16（木）
1人部屋追加代金 35,000（利用部屋タイプは裏表紙をご覧ください）
東京（成田空港）以外の各都市からご参加の場合は、
国内線特別代金プランをご利用いただけます。（詳細はP6参照）
関空から添乗員同行
旅行代金〔関空発・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）BC
ツアーコード 関空発：20015300　名古屋発：20015310
出発日 エコノミークラス 出発日 エコノミークラス

2/6（月） 369,900 3/6（月） 439,900
2/27（月） 379,900
1人部屋追加代金 31,000（利用部屋タイプは裏表紙をご覧ください）

●名古屋発旅行代金（P6参照） 上記関空発旅行代金と同額
当コースは、国内線特別代金プランの設定はございません。
各自で関西空港にご集合ください。
旅行代金には 燃油サーチャージが含まれております。（裏表紙参照）

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。（詳細はP6参照）
現地空港諸税目安額 成田発：約10,700円　名古屋・関空発：約11,940円

日本発着時
利用航空会社

●成田発着／スイス インターナショナル エアラインズ
●名古屋発着・関空発着／エミレーツ航空

最少催行人員 15名（※ご出発の60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。 ）

添乗員 ●成田発着／成田出発から成田帰着まで同行いたします。
●名古屋発着・関空発着／関空出発から関空到着まで同行いたします。

食事
（機内食は除く）

●成田発着／朝食6回、昼食0回、夕食1回
●名古屋発着・関空発着／朝食5回、昼食0回、夕食1回

利用ホテル
〈モンサンミッシェル地区、ロワール地方〉Aクラス以上
〈パリ〉Bクラス以上
※いずれも部屋指定なし ※各都市の利用ホテルは、下記ホテル一覧をご参照ください。

利
用
ホ
テ
ル
一
覧

パリ
（シャワーのみ）

Bクラス
以上

●イビス・ポルト・ド・オルレアン（郊外）●イビス・ポルト・ド・ベ
ルシー（郊外）●イビス・スタイルズ・パリ・ベルシー（20区内）
●イビス・スタイルズ・ガル・ド・エスト（20区内）●BW・プラス・
スーツケース・ラ・デファンス（郊外）

モンサンミッシェル地区
（シャワーのみ）

Aクラス
以上

●ムートン・ブラン●テラス・プーラール●メール・プーラール
●オーベルジュ・サンピエール●ルレ・サンミッシェル●デラ
ディグ●ルレ・ドュ・ロイ●ベール●ガブリエル●メルキュー
ル・モンサンミッシェル●サン・オベール

ロワール地方
（シャワーのみ）

Aクラス
以上

●キリヤード・トゥール・センター●イビス・スタイルズ・セン
ター●ル・グランド●メルキュール・センター・トゥール●イビ
ス・スタイルズ・トゥール・スッド

パスポート・査証
（日本国籍の方/P6参照）

パスポート残存有効期間 現地出国時3ヵ月以上
査証 不要

飛行機 ● 行程表内記載の航空スケジュールは2022年10月時点の冬のスケジュールを基本としています。
宿　泊 ● 各宿泊地では分宿となる場合がございます。また、添乗員が同一ホテルに宿泊しない場合がござい

ます。予めご了承ください。
● 各都市のホテルのお部屋は基本的にシャワーのみのお部屋となりますが、お部屋の割り当てにより

バスタブ付きのお部屋となる場合がございます。
● 各ホテルでの朝食はコンチネンタルブレックファストとなります。また、ホテル出発が早朝となる場合

の朝食は、ボックスブレックファスト（お弁当）となる場合がございます。
観　光 ● 2日目、パリ市内観光と6日目、ヴェルサイユ宮殿観光を入れ替えてご案内する場合があります。
その他 ● 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。

● 当パンフレット掲載コースは、弊社が旅行企画・実施する他のツアーと同じバスで観光、送迎、添
乗案内を行います。その場合、1人の添乗員が同時にお世話をいたします。

● コース表に記載の各地の発着時間は、目安の予定時間です。確定フライトスケジュール、季節や天
候、曜日、ホテルの立地など現地事情により前後しますので予めご了承ください。最終的なご案内
は、現地で添乗員よりお知らせいたします。

● 日曜、祝祭日がフリータイムや自由散策の場合、平日に比べて多くのお店がお休みとなりますが日
曜はオープンするお店も増えてきています。（国により異なります。）

■  人気のモンサンミッシェル地区に 
お泊まりいただきます。

■  ヴェルサイユ宮殿やロワール古城 
など珠玉の世界遺産へご案内。

■  パリでは、セーヌ河クルーズにも 
乗船いただきます。 ロワール古城

ヴェルサイユ宮殿 エッフェル塔
写真すべて（XM）／イメージ

旅行代金／スペシャル！フランス周遊8日／成田発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス旅行代金／スペシャル！フランス周遊8日／成田発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス
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。

ツアー詳細

ルーアン
オンフルール

パリ③

ロワール
地方①

シャルトル

ヴェルサイユ
（成田発着は④）

モンサン
ミッシェル
地区①

フランス
は宿泊地

　 ○内の数字は宿泊数です。

北フランスの見どころ満喫と憧れのパリへ!!

最大1,000万円まで補償
海外旅行保険付き！（表紙参照）

最大50万円まで補償
取消料サポート付き！（表紙参照）

満25歳以下のお客様はご予約完了でお1人様5,000円割引！！（P1参照）U25割

スペシャル!スペシャル!
フランス周遊8日フランス周遊8日
3333..9999万

円
万
円 4343..9999万

円
万
円〜〜
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コースのポイント

成田から添乗員同行
旅行代金〔成田発・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）BC
ツアーコード 成田発：20015320
出発日 エコノミークラス 出発日 エコノミークラス

2/6（月）
339,900

3/6（月） 439,900
2/13（月）
1人部屋追加代金 41,000（利用部屋タイプは裏表紙をご覧ください）
東京（成田空港）以外の各都市からご参加の場合は、
国内線特別代金プランをご利用いただけます。（詳細はP6参照）
関空から添乗員同行
旅行代金〔関空発・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）BC
ツアーコード 関空発：20015330　名古屋発：20015340
出発日 エコノミークラス 出発日 エコノミークラス

2/20（月）
369,900

3/6（月） 429,900
2/27（月）
1人部屋追加代金 35,000（利用部屋タイプは裏表紙をご覧ください）

●名古屋発旅行代金（P6参照） 上記関空発旅行代金と同額
当コースは、国内線特別代金プランの設定はございません。
各自で関西空港にご集合ください。
旅行代金には 燃油サーチャージが含まれております。（裏表紙参照）

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。（詳細はP6参照）
現地空港諸税目安額 成田発：約10,700円　名古屋・関空発：約11,940円

日本発着時
利用航空会社

●成田発着／スイス インターナショナル エアラインズ
●名古屋発着・関空発着／エミレーツ航空

最少催行人員 15名（※ご出発の60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。 ）

添乗員 ●成田発着／成田出発から成田帰着まで同行いたします。
●名古屋発着・関空発着／関空出発から関空到着まで同行いたします。

食事
（機内食は除く）

●成田発着／朝食6回、昼食1回、夕食0回
●名古屋発着・関空発着／朝食5回、昼食1回、夕食0回

利用ホテル 〈全都市〉Bクラス以上
※いずれも部屋指定なし ※各都市の利用ホテルは、下記ホテル一覧をご参照ください。

利
用
ホ
テ
ル
一
覧

ロンドン
（シャワーのみ） Bクラス

●イビス・ロンドン・ウエンブリー●イビス・スタイルズ・ロンド
ン・エクセル●イビス・ロンドン・ヒースロー・エアポート（空港）
●ホリデイ・イン・エクスプレス・ヒースローＴ５（空港）●ホリデ
イ・イン・エクスプレス・ヒースローＴ4（空港）

パリ
（シャワーのみ）

Bクラス
以上

●イビス・ポルト・ド・オルレアン（郊外）●イビス・ポルト・ド・
イタリー（郊外）●イビス・パリ・ラ・デファンス・エスプラネード

（郊外）●カンパニール・パリ・エスト - ポルト・ド・バニョレ（郊
外）●カンパニール・パリ・ベルシー・ビレッジ（20区内）●イビ
ス・スタイルズ・パリ・ベルシー（20区内）

パスポート・査証
（日本国籍の方/P6参照）

パスポート残存有効期間 現地出国時3ヵ月以上
査証 不要

飛行機 ● 行程表内記載の航空スケジュールは2022年10月時点の冬のスケジュールを基本としています。
宿　泊 ● 各宿泊地では分宿となる場合がございます。また、添乗員が同一ホテルに宿泊しない場合がござい

ます。予めご了承ください。
● 各都市のホテルのお部屋は基本的にシャワーのみのお部屋となりますが、お部屋の割り当てにより

バスタブ付きのお部屋となる場合がございます。
● 各ホテルでの朝食はコンチネンタルブレックファストとなります。また、ホテル出発が早朝となる場合

の朝食は、ボックスブレックファスト（お弁当）となる場合がございます。
その他 ● 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。

● 当パンフレット掲載コースは、弊社が旅行企画・実施する他のツアーと同じバスで観光、送迎、添
乗案内を行います。その場合、1人の添乗員が同時にお世話をいたします。

● コース表に記載の各地の発着時間は、目安の予定時間です。確定フライトスケジュール、季節や天
候、曜日、ホテルの立地など現地事情により前後しますので予めご了承ください。最終的なご案内
は、現地で添乗員よりお知らせいたします。

● 日曜、祝祭日がフリータイムや自由散策の場合、平日に比べて多くのお店がお休みとなりますが日
曜はオープンするお店も増えてきています。（国により異なります。）

日
次
国
名 行　程 コース内容（◎＝入場観光、○＝下車観光、△＝車窓・乗船観光）

1

イ

ギ

リ

ス

フ

ラ

ン

ス

成田発着 名古屋発着（P6参照） 関空発着
国内線を利用して、全国各
地からご参加いただけます。
（P6参照）

15：30 JR名古屋駅発B
18：50関西空港着

各自、関西空港まで
ご集合ください。

■成田空港より添乗員が�
同行します。

12：10 成田空港発L
■空路、チューリヒ乗継ぎ、
イギリスのロンドンへ。

夜ロンドン着
� ロンドン泊 C-GC-

■関西空港より添乗員が同行します。
23：30関西空港発L
■空路、エミレーツ航空でドバイ乗継ぎ、イギリスのロン
ドンへ。

� 機中泊 C-C-G

2

■午前、ロンドン市内観光。
（右記参照）
■午後、フリータイム。

� ロンドン泊 FC-C-

ドバイ乗継L
11：40〜13：50ロンドン着
■午後、ロンドン市内観光。
� ○ウェストミンスター寺院、○バッキンガム
宮殿、○国会議事堂、△ロンドン・アイ

■夜、ホテル着。
� ロンドン泊 GC-C-

3
ロンドン滞在
終日フリータイム

■終日、フリータイム。観光やショッピングなど思い思いの休
日をお過ごしください。
� ロンドン泊 FC-C-

4

午前ロンドン発
K約2.5時間
パリ着
パリ市内観光
セーヌ河クルーズ
夜ホテル着

■午前、ユーロスター（2等）でパリへ。
■着後、 パリ市内観光。
� ◎サクレクール寺院、○モンマルトルの丘、エッフェル塔を
望む○シャンド・マルス、△凱旋門、△シャンゼリゼ通り、美
しいパリの風景を楽しむ△セーヌ河クルーズ
� パリ泊 FC-C-

5

朝パリ発
B約5時間
モンサンミッシェル自由散策

B約5時間
夜パリ着

■午前、 モンサンミッシェル自由散策（約2時間）。
� 文豪ビクトル・ユゴーが「海の上のピラミッド」と称した修道
院（入場券付き）を各自でお楽しみください。

■昼食は、名物のオムレット・モンサンミッシェルをお召し上が
りいただきます。
� パリ泊 FDC-

6
パリ滞在
終日フリータイム

■終日、フリータイム。観光やショッピングなど思い思いの休
日をお過ごしください。
� パリ泊 FC-C-

7

成田発着 名古屋発着（P6参照） 関空発着
朝パリ発L
■空路、チューリヒ乗継ぎ、
帰国の途へ。

14：25パリ発L
■空路、エミレーツ航空でドバイ乗継ぎ、帰国の途へ。

� 機中泊 FC-G

8
10：05成田空港着
■着後、解散。

� GC-C-

ドバイ乗継L
17：05関西空港着� C-GC-
20：00関西空港発B
23：20JR名古屋駅着

■着後、解散。

ワクチン接種回数が2回以下の方へのご案内（2022年10月現在）
ワクチン3回未接種の方には、日本への入国（ご帰国）時に必要となる「PCR検査陰性証明書」取得までのお手伝いをさせて
いただきます。検査や証明書発行に関する費用はお客様負担となります。（費用目安：約15,000円〜50,000円をご出発ま
でにご請求申し上げます）また、行程を変更してご案内する場合がございますので、予めご了承ください。なお、検査証明書
はお客様個人のメールアドレスに送付されますので、海外で使用可能なスマートフォンなどを必ずご持参ください。

販売店の方へ 40日前までにお客様のパスポート番号、発行国、有効期限、生年月日、国籍を必ずお知らせください。

バッキンガム宮殿 ロンドン・アイ モンマルトルの丘

■  ロンドン、パリでは市内観光付き！見逃
せない人気スポットにご案内します。

■  各都市、まる1日のフリータイムも 
ご用意。

■  憧れのモンサンミッシェルにも 
ご案内します。 モンサンミッシェル

写真すべて（XM）／イメージ

旅行代金／スペシャル！ロンドン・パリ8日／成田発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス旅行代金／スペシャル！ロンドン・パリ8日／成田発／大人お1人様／2名1室利用／エコノミークラス
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。

ツアー詳細

モンサン
ミッシェル

パリ③

ロンドン②
（成田発着は③）

フランス

イギリス
は宿泊地

　 ○内の数字は宿泊数です。

スペシャル!スペシャル!
ロンドン・パリ8日ロンドン・パリ8日
3333..9999万

円
万
円 4343..9999万

円
万
円〜〜

人気の2都市をめぐります！

最大1,000万円まで補償
海外旅行保険付き！（表紙参照）

最大50万円まで補償
取消料サポート付き！（表紙参照）

満25歳以下のお客様はご予約完了でお1人様5,000円割引！！（P1参照）U25割
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空港諸税・空港施設使用料について
2022年9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＝約143.35円　1スイスフラン＝約150.04円　1AED（UAEディラハム）＝約40.03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、廃止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。

国内線特別代金プランのご案内　東京以外の国内各地から特別追加代金でご参加いただけます。

国内空港発着地

対象ページ
札幌・福岡・中部・大阪（伊丹・関空）・神戸・那覇・函館・旭川・釧路・帯広・女満別・秋田・小松・高知・岡山・高松・徳島・広島・松山・宇部・

宮崎・熊本・鹿児島・大分・長崎・北九州・仙台・大館能代・庄内・新潟・富山・能登・鳥取・米子・石見・岩国・佐賀
国内線利用可能
航空会社 ※2

P4・5掲載コース
スイス インターナショナル エアラインズ

利用のみ
20,000円 ANA

国名 税の名称 対象旅客 税額（現地通貨） 日本円換算額

フランス

旅客サービス料

国際線出発 パリ発 30.14ユーロ 4,320円

国際線出発（ＥＵ非加盟国欧州行き） パリ発 30.14ユーロ 4,320円

国際線出発（ＥＵ圏シェンゲン条約国行き） パリ発 12.30ユーロ 1,760円

国際線出発（ＥＵ圏シェンゲン条約非加盟国行き）パリ発 13.30ユーロ 1,910円

民間航空税
国際線出発（ＥＵ圏行き） 4.73ユーロ 680円

国際線出発（ＥＵ圏外行き） 8.50ユーロ 1,220円

保安税 国際線・国内線出発 パリ発 11.70ユーロ 1,680円

国際連帯税
国際線（ＥＵ圏行き）・国内線出発 エコノミークラス搭乗 1.13ユーロ 160円

国際線出発（ＥＵ圏外行き） エコノミークラス搭乗 4.51ユーロ 650円

インフラ開発
等連帯税

国際線（ＥＵ圏行き）・国内線出発 エコノミークラス搭乗 1.50ユーロ 220円

国際線出発（ＥＵ圏外行き） エコノミークラス搭乗 3.00ユーロ 430円

イタリア

出国税

国際線（EU圏行き）・国内線出発
ローマ発 15.99ユーロ 2,290円

ベニス発 10.21ユーロ 1,460円

国際線出発（EU圏外行き）
ローマ発 25.79ユーロ 3,700円

ベニス発 12.25ユーロ 1,760円

旅客サービス料 国際線・国内線出発
ローマ発 1.47ユーロ 210円

ベニス発 0.78ユーロ 110円

手荷物保安料 国際線・国内線出発
ローマ発 2.32ユーロ 330円

ベニス発 1.22ユーロ 170円

保安税 国際線・国内線出発
ローマ発 3.20ユーロ 460円

ベニス発 3.75ユーロ 540円

地方税 国際線・国内線出発
ローマ発 7.50ユーロ 1,080円

ローマ以外発 6.50ユーロ 930円

スイス 空港旅客保安税
国際線出発 チューリヒ発 35.00スイスフラン 5,250円

国際線乗継（24時間以内） チューリヒ発 16.00スイスフラン 2,400円

トルコ
空港サービス料

国際線出発 イスタンブール発20.00ユーロ 2,870円

国際線乗継 イスタンブール発 5.00ユーロ 720円

国際線保安税 国際線出発 イスタンブール発 3.00ユーロ 430円

ドバイ

旅客サービス料 国際線出発・乗継 UAE発 75.00ＡＥＤ 3,000円

保安税 国際線出発・乗継 UAE発 5.00ＡＥＤ 200円

事前旅客情報料 国際線出発・到着・乗継 UAE発着 5.00ＡＥＤ 200円

空港施設利用料 国際線出発・乗継 UAE発 35.00ＡＥＤ 1,400円

日本

旅客サービス
施設使用料 国際線出発

成田空港発 大人：2,130円、子供：1,070円

関西空港発 大人：2,780円、子供：1,390円

旅客保安
サービス料 国際線出発

成田空港発 大人：530円、子供：530円

関西空港発 大人：320円、子供：320円

国際観光旅客税 国際線出発 上記全空港	 大人・子供：1,000円

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。成田空港（第1・第2旅客ターミナル）＝
大人450円/子供220円（第3旅客ターミナル）＝大人390円/子供190円、羽田空港＝大人：370円/子供：180円、新
千歳空港＝大人270円/子供140円、仙台空港＝大人230円/子供120円、中部空港（第1ターミナル）＝大人440円/
子供220円（第2ターミナル）＝大人380円/子供190円、伊丹空港＝大人340円/子供170円、関西空港（第1ターミナ
ルビル）＝大人440円/子供220円（第2ターミナルビル）＝大人・子供同額　出発時420円/到着時370円、福岡空港
＝大人110円/子供50円、北九州空港＝大人100円/子供50円、那覇空港＝大人240円/子供120円
※�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。
※�2019年1月7日以降に出国され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。

【ご案内】●コース本体のお申込みと同時にお申込みください。航空座席の予
約が確保できない場合はご利用いただけません。正規運賃の座席枠に空席が
ある場合でも、予約の確保ができない場合があります。●この契約は、国内航
空券の手配が完了し、当社が承諾した時に成立します。●ご利用便は国際線
発着時刻の24時間以内に接続する直行便に限ります。24時間以内の乗継ぎ
が出来ない場合、当プランはお受けできません。●ご利用便は当社が決定いた
します。尚、乗継ぎに最適な時間帯の航空便をご用意できない場合があります。
以下の場合を除き、お客様のご希望・ご指定はお受けできません。●お客様の
居住地により、ご出発又はご帰国時における航空便乗継ぎや、空港からご自宅
までの交通機関接続に支障がある場合に限り、ご希望便をお伺いいたします。
（受付販売店へお申し出ください）その際は①コース本体のお申込みと同時に
お申込み・ご連絡いただく事、②ご出発の35日前までのお申込みが条件となる
事、③必ずしもご希望便が手配できない場合がある事を、あらかじめご了承くだ
さい。●成田発コースにご参加の場合、原則として羽田便を手配します。名古屋
（中部）発着など一部の空港はこの限りではありません。羽田空港〜成田空港
間の交通機関はお客様ご自身の手配、ご負担となります。ご希望により成田便
の手配をお受けいたしますが、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もあ
ります。その場合は羽田便をご利用いただきます。●当日乗継ぎができない等で
宿泊を伴う場合の宿泊代（出発時、到着時とも）や、航空機以外の交通機関の
費用はお客様のご負担となります。●ご利用便は概ね出発の３０日前に回答い
たします。添乗員同行コースではコース本体の催行決定後に回答いたします。
●国際線利用航空会社及び便名を確定していないコースの場合のご利用便
の回答時期は、ご出発の２１日前以降となります。●ご利用便を回答した後に、

お客様のご都合によりご利用便を変更される場合は、時期によって別途手数料
がかかります。詳しくは受付販売店へご確認ください。（お申し出時期により、航
空券再発券に伴う手数料も必要となります。）●国内線の航空券（ｅチケットお
客様控え）は、札幌、名古屋（中部）、大阪（伊丹、関空、神戸）、福岡の各空港
からご参加の場合は当日空港で、その他の空港からご参加の場合はご出発前
にお申込みの販売店よりお渡しいたします。●国内線と国際線の乗継ぎは、原
則としてお客様ご自身で行っていただきます。ご利用の航空会社によっては、国
内線保安エリアを出ることなくそのまま国際線へ乗継ぎができる場合がございま
す。最終日程表でご案内します。その場合、添乗員同行ツアーでであっても国内
線の到着口では添乗員、当社スタッフによるご案内はありません。添乗員は国際
線搭乗口でお客様と合流しますので、国際線搭乗口までお客様ご自身でお越し
ください。●国内線のプレミアムクラス、ファーストクラス、クラスＪはご利用いただ
けません。●片道のみのご利用も可能ですが、特に明記した場合を除き、代金
は同額です。また、往復ご利用の場合も、同一区間に限ります。●ＡＮＡウィング
ス、AIRDO（エア・ドゥ）、スターフライヤー、ＩＢＥＸエアラインズ、ソラシドエアのい
ずれかにより運航されるコードシェア便の場合があります。●特別代金の設定が
ない都市からの航空券は、ご自身でお求めください。●この特別代金を利用した
国内線航空券の予約が確保できない場合、コース本体を取り消しされる際には、
コース本体の取消料をお支払いいただきます。●国内線航空券の手配完了後
にコース本体をお取り消しの場合は、コース本体旅行代金に国内線追加代金を
加算した総額が取消料の対象旅行代金となります。なお、取消料を算定する基
準となる旅行開始日は、基本となるコースの国際線出発日となります。●当プラ
ンにおける国内線区間の手配が完了した時から、当該区間は募集型企画旅行

の一部となります。
【空港施設使用料について】国内の各空港では、国内線の出発及び到着に対
して、それぞれ空港施設使用料が必要です。成田空港（第1・第2旅客ターミナ
ル）＝大人450円/子供220円、成田空港（第3旅客ターミナル）＝大人390円
/子供190円、羽田空港＝大人：370円/子供：180円、新千歳空港＝大人270
円/子供140円、仙台空港＝大人230円/子供120円、中部空港（第1ターミナ
ル）＝大人440円/子供220円（第2ターミナル）＝大人380円/子供190円、伊
丹空港＝大人340円/子供170円、関西空港（第1ターミナルビル）＝大人440
円/子供220円、関西空港（第2ターミナルビル）＝大人・子供同額　出発時
420円/到着時370円、福岡空港＝大人110円/子供50円、北九州空港＝大
人100円/子供50円、那覇空港＝大人240円/子供120円

販売店の方へ 照会・予約／ ：航空　 ：国内アドオン
1.国内線特別追加代金プランは次の操作で予約をお願いします。ツアー本
体予約時に「追加可能商品一覧」画面で、素：航空　詳：国内アドオンで検索
し、ご希望の区間を選択してください。区間は往復で表示されますので片
道利用の場合は放棄される区間を「行程の操作」から選択してください。便
名、時間帯のご希望がある場合はメッセージでお知らせください。2.予約結
果は全てリクエストとなり当社で利用便を決定し、手配完了後に回答をい
たします。3.上記以外の方法による国内線の予約には特別追加代金は適用
されません。4.ご利用便回答後に予約内容を変更される場合は別途手数
料が必要です。

※エミレーツ航空が提供する送迎バスです。※16歳未満の方は、1名でご利用いただくことはできません。
※スケジュールは航空機の発着時刻に合わせて予定されています。※出発15分前までにご集合ください。
※スーツケースなどの大きなお荷物はお1人様1個までとなります。※道路事情等により運行スケジュールが
変更になる場合があります。※他のツアーのお客様と一緒になります。※エミレーツ航
空 名古屋⇔関空間の無料送迎バスは専用ツアーコードでご予約ください。※往路に
バスを乗車されない場合はお申込み時に必ずお知らせください。バス区間も航空予
約に含まれるためお申込み後に変更ができません。予約後に往路のバスに乗車され
なかったことになった場合は、ツアーをお取り消しいただき再予約をいただきます。そ
の際、通常の取り消し料が必要です。※空港諸税は関空発と同額です。

■スケジュール 15：30 18：50
20：00 23：20

JR名古屋駅（太閤通口）発　B 関西空港着
関西空港発　B JR名古屋駅（太閤通口）着

追加代金不要で名古屋～関西空港間は
エミレーツ航空送迎バスをご利用いただきます。

追加代金不要で名古屋～関西空港間は
エミレーツ航空送迎バスをご利用いただきます。

専用ツアーコードでご予約ください。販売店の方へ

詳細は右記QRコードよりご確認ください。

▲

※1　P2・3掲載コース及びP4・5掲載の関空から添乗員が同行するコースは、国内線特別代金プランの設定はありません。各自、国際線出発空港までご集合ください。
※2　国内線利用航空会社が表記と異なる場合があります。また、複数表記がある場合の国内線利用航空会社はお選びいただけません。

パスポート・査証（ビザ）について
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い合せください。
①パスポート：旅行参加には、パンフレット記載の残存有効期間を満たすパスポートが必要です。
②査証（ビザ）：旅行参加には、パンフレット記載の国の査証が必要です。現在お持ちのパスポートが今
回の旅行に有効かどうかの確認、並びにご旅行に必要なパスポート・査証・再入国許可及び各種証明書
の取得及び出入国手続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。ただし、当社らは、
所定の料金を申し受け、別途契約（渡航手続代行契約）として渡航手続きの一部代行を行います。この
場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由によりパスポート・査証等の取得ができなくてもその責任
を負いません。また、航空便のルートによっては、乗継ぎ空港で入国手続きを行う場合があります。旅行
先国がシェンゲン条約加盟国で且つ乗継ぎ地も同条約加盟国である場合、原則として、乗継ぎ空港で
入国手続きを行い、その国の規制が適用されます。旅行先国の残存期間は満たしていても、6ヶ月をき
る場合は、パスポートの更新をおすすめいたします。

査証（ビザ）が不要な国（滞在が短期間のため）
国名 パスポート残存期間 注 備考

イタリア、
バチカン

シェンゲン協定加盟国出
国時90日以上必要 出国用航空券が必要。

フランス 出国時3ヵ月以上必要 旅券の未使用査証欄は2頁以上必要。出国用航空券要。
海外旅行保険、滞在費証明持参が望ましい。

イギリス 帰国時まで有効なもの 出国用航空券要、滞在費用証明必要。
注 �航空会社によりシェンゲン協定加盟国出国時3ヶ月以上の旅券残存を求められる場合あり。そのため、旅券残
存はシェンゲン協定加盟国出国時3ヶ月以上あることが望ましい。

シェンゲン協定加盟国（当パンフレット掲載国のみ抜粋）
イタリア、フランス

※�上記協定加盟国間では国境審査が廃止されているため、航空便の乗継ぎ地を含め、最初の訪問地にて入国審
査が行われます。（2022年10月現在「JATANAVI」より） 
※上記データは予告なく変更となる場合がありますので、ご旅行前に最新情報をご確認ください。

●各観光地の修復工事情報（2022年10月現在）
下記は、一部修復工事中で終了時期は未定です。（建物を維持するために常時修復作業を行っ
ています。）
イタリア：	●ベニス：サンマルコ寺院、サンマルコ広場、ドゥカーレ宮殿	
	 ●ローマ：バチカン美術館（システィーナ礼拝堂）　●ミラノ：ドゥオモ	
	 ●フィレンツェ：ウフィッツィ美術館、ドゥオモ　●ピサ：ドゥオモ
フランス：	●ヴェルサイユ宮殿　●シャルトル大聖堂

※観光に支障はございませんが、一部美観を損ねる場合がございます。
※�上記は、2022年10月現在の情報です。修復工事は予告なく始まる場合がございますので、予めご了承
ください。

●観光マーク ◎印は入場観光、○印は下車観光、△印は車窓・乗船観光

日程表中のマークの見方

●交通機関
　マーク

L=飛行機 　B=バス　K=特急列車
特に表示のない限り、ユーロスターはセカンドクラスを利用します。
また、少人数の場合は送迎、観光にはタクシーを利用することがあります。

●出発・発着
　時刻の目安 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

※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。

●食事マーク F=朝食　D=昼食　S=夕食　G＝機内食　　＝食事なし　

※航空座席の予約が確保できない場合はご利用いただけません。
※旅行代金には含まれておりません。別途追加代金をお支払いただきます。■特別代金一覧表（大人・子供同額　お1人様　往復）国際線座席対象クラス：エコノミークラス※1　　単位：円



 
 

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。

●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、右記の
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2022年10月1日を基準としています。また、旅行代金は2022年10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2022年10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％

ご旅行条件（要約） 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。

旅の情報満載！ 日本旅行のホームページ

https://www.nta.co.jp/日本旅行 検索

227003パンフレット
請求番号

〒131-8565　東京都墨田区堤通1-19-9　リバーサイド墨田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

株式会社 日本旅行
海外旅行推進部

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）での取引き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、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

受託販売

お申込み・お問い合わせ旅行企画・実施

マ東事 22-003
2022年10月発行

ご案内とご注意（各ツアー共通）� ※お申し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。
■�当パンフレットは2022年10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。
（1）パスポート・査証・渡航手続きなど
■�パスポート（旅券）・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。
■�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。各国・地域における感染症危険情報の発
出等により、入国規制が実施されている場合があります。パンフレット作成時点で感
染症による入国規制が実施されている場合は、入国規制が実施される直前の通常時
の入国条件を記載しております。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

■�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
るもの一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。

■�イタリア、イギリス、フランスは、未成年者の渡航に関して規制を設けている国です。（2022
年10月現在/JATANAVI）また今後その他の国でも必要となる場合もございます。
（2）お申込み・各種手配・ツアー実施など
■�日程表条件欄記載の最少催行人員に達しない場合は、当該ツアーを実施しないこと
があります（ツアーキャンセル）。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て23日目（ピ－ク時は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。またご出発から60日前～90日前の時点でお客様の予約が全くない場合
は、ツアー催行を中止させていただく場合があります。
■�未成年者（※1）の旅行契約には、親権者の同意が必要です。未成年者（※2）の方のみで
のご参加の場合や未成年者（※2）の方に親権者以外の方が同行される場合には、同意
書のご提出をお願いいたします。なお、15歳未満の方のご参加は、原則として親権者（保
護者等）のご同行が必要となります。また各国、地域の法律やホテルの営業規則等に
よって、未成年者（※2）（各国の法により年齢は同士の渡航・宿泊が禁止されている場合
がございます。この場合、参加同意書の提出があってもお申込みはお受けできません。
　（※1）ご予約時点で成年年齢に達していない方。
　（※2）ご旅行時点で成年年齢に達していない方。
　�2022年4月1日申込み分より成年年齢は20歳以上から18歳以上に変更となります。
■�18歳未満の方のみでのご参加はお受けできません。
■�6歳未満の方の参加はご遠慮ください。
■�当ツア－で使用する航空機の運賃規則上、宿泊ホテルを使用することが条件となって
おり、指定のホテルに宿泊されることが参加資格となっております。

■�現地における航空便での移動に際し、お客様のご都合により全部又は一部区間をご搭乗
されなかった場合は未搭乗の区間以降の予約が航空会社によって取り消される場合があ
ります。この場合再予約が必要になり、正規運賃が航空会社から別途請求されることがあ
ります。その際は、本来の運賃と正規運賃との差額分の旅行代金が増額となります。
（3）旅行代金
■�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。

■�当パンフレット作成基準日時点で徴収がおこなわれている宿泊税は含んでおります
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。

■�当パンフレット掲載国の宿泊税は旅行代金に含まれております。当パンフレット掲載国では
都市によって宿泊税（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。
（4）燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています）
■�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。当書面掲載の旅
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。
（5）空港諸税・空港施設使用料（旅行代金に含まれていません）
■�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。別途お支払い下さい。金額・支払い方法はP6をご覧下さい。
（6）移動時（航空機及びその他の交通機関）
■�航空スケジュールは、当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下さい。

■�エコノミークラス席をご利用の場合、ツアー予約時に窓側・通路側、席番等の指定は
できません。
■�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）
■�空港（港）、駅、ホテルではポーターサービスは含まれません。お客様ご自身でお荷物
をお運びいただきます。

■�国内線と国際線の乗り継ぎは、原則としてお客様ご自身で行っていただきます。ご利用
の航空会社によっては、国内線保安エリアを出ることなくそのまま国際線へ乗り継ぎが
できる場合がございます。最終日程表でご案内します。その場合、添乗員同行ツアーで
あっても国内線の到着口では添乗員、当社スタッフによるご案内はありません。（国内線
搭乗時から添乗員が同行するツアーは添乗員がご案内します）添乗員は国際線搭乗口
でお客様と合流しますので、国際線搭乗口までお客様ご自身でお越しください。
（7）宿泊
■�当パンフレットの利用ホテルはパリ、ローマ、フィレンツェ、ロンドンなどの大都市を中
心に市の中心から離れたホテルも利用します。また都市により各コースページ記載の
近郊宿泊都市での宿泊となる場合もあります。予めご了承ください。

■�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。
■�ツインベッドルームには次のベッドタイプを含みます。ベッド間に隙間がなく2つ並べ
てあるタイプ（2つのベッドを構造上離すことができないタイプも含む）、2つのベッド
の種類や大きさが異なるタイプなどです。
■�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。その場合は、
基本的にシャワーのみの部屋です。

■�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。
■�１グループで２部屋以上利用の際、ホテル側の事情でグループや家族でも隣、近接、同
じ階の部屋をご用意できないことがあります。
■�ホテル名称に付記したクラス名称はＬＵＸ、EX、S、A、B、CでＬＵＸが最上位で次がＥＸ
→S→A・・・Ｃのクラス序列です。当社は各国が発行するホテル資料、お客様及び添乗
員のアンケートを参考に各ホテルを調査し、独自のクラスに区分しています。クラス評
価は全世界における絶対評価ではありません。各都市（地区）における相対評価です。
（8）市内観光
■�美術品、歴史的建造物の鑑賞は修復や、貸出し等のため、ご覧いただけないことがあります。
■�寺院、宮殿等の入場観光は、宗教行事、国家行事等で施設へ入場ができない場合があ
ります。その場合は下車観光に変更し実施します。グループ入場が制限されている等
の理由で、施設内でガイド業務ができない場合は、各自で観光をしていただきます。

■�美術館、博物館では入場時に並んでお待ちいただくことがあります。待ち時間が長時
間に及ぶと予測される場合は、他の美術館、博物館に変更することがあります。

■�観光箇所によっては、交通規制のため、離れた場所で下車していただきます。そのた
めに観光箇所までの徒歩距離が長くなることや、公共の交通機関（タクシー、地下鉄、
路線バス）をご利用いただくことがあります。

■�各ページで掲載している写真と同じ景観をご覧になれないことがあります。

（9）観光、自由散策、フリータイムについて
■�本パンフレット掲載の観光、自由散策、フリータイムの区分けは下記のようになります。
　（観光）・・・�基本的には添乗員または現地係員が各地の観光スポットにてガイドサー

ビスを行います。
　（散策）・・・�基本的には約1～4時間で各自で観光スポットをめぐっていただきます。ま

た、解散・集合は市内パーキング等となります。詳しくは現地にて添乗員よ
りご案内します。

　（フリータイム）・・・�基本的には半日または終日で各自観光スポットをめぐったりショッ
ピングなどお楽しみください。

（10）追加プラン
■�本体ツアーに追加でお申し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、プラン単独のお申し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）」「国内線特別代金プラン」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。
（11）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）
■�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。
（12）その他及びヨーロッパ方面　特有のご案内・ご注意
■�ご旅行出発日の国際線出発空港へは公共交通機関の遅延なども考慮いただき、余
裕をもってお出かけください。ご搭乗便出発の3時間前から遅くとも2時間前までに
出発空港ご到着ください。ご出発当日の空港ではツアー受付カウンターでのご案内、
航空会社カウンターでの搭乗手続き（機内預け荷物の手続き）、手荷物検査、出国
審査などのお手続きが必要です。ツアー受付をおこなわない商品（海外ダイナミック
パッケージ商品など）やウェブチェックインができる商品にご参加の場合も同様に、3
時間前から遅くとも2時間前までに空港にご到着いただくことを強くお勧めします。
詳しくは最終日程表でご確認ください。
■�ヨーロッパのホテル事情
　�概ね次のふたつのタイプに分けられます。ヨーロピアンタイプは概して立地条件が良
く、伝統的な雰囲気が特徴です。古い建築物であり、部屋タイプに格差があったり、給
排水に不備があったり、湿度の低い気候のためクーラーがないこともあります。アメリ
カンタイプは近・現代的な建築物で、機能的な設備と部屋タイプに格差が少ないのが
特徴です。街並みを保護する条例等のために、市街地から離れて立地しているものが
多く、街の散策を目的とした滞在には不便な場合があります。

■夕食メニュー（ヨーロッパ）
　�夕食は特に明記していない場合は、スタンダードメニュー（スープまたはサラダ、メイ
ンディッシュ）をご用意します。フルコースメニューと比べ品数は少なくなります。
■朝食メニュー（ヨーロッパ）
　�朝食は、原則的にパンとコーヒー又は紅茶のコンチネンタルブレックファストメニュー
となります。また、早朝出発の場合ボックス（弁当）の朝食となる場合があります。
■電子たばこ・加熱式たばこの持込について
　�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。
（13）特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて
■�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。
（14）新型コロナウイルス感染症について
■�当社では各国の感染症対策規規制、ルール・ガイドラインに従い、旅程管理を行います。
お客様がご旅行中に、新型コロナウイルス感染症に罹患し、または濃厚接触者となった
場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指
示に従っていただきます。またこれに要する費用はお客様のご負担となります。

■�新型コロナウイルスの感染状況等により、催行確定後でも、当社の判断で催行を中止
する場合がございます。また、ご旅行中においても、旅行の安全かつ円滑な実施が困
難となる可能性が大きいと判断した場合には、旅程の変更や中止を行います。
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 � ：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

見積り&リクエスト
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）
手配メッセージ
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
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