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お申し込み前のご案内とご注意
サイパン
お申し込み頂く前に必ずお読み下さい

お申し込み頂く前に下記事項、旅行条件書、各コースの掲載内容を必ずご確認ください。

旅行代金について
●表示の代金はエコノミークラス席利用、お２人様で１部屋利用の場合の大人の1人分の
代金となります
（一部コースを除く）。
●旅行日程中の空港諸税は旅行代金に含まれておりません。別途弊社にて代行受領させ
て頂きます。

子供・幼児代金
●各コースにて子供割引代金を適用する場合の条件は、大人２名同伴同室利用につき２
名まで、旅行ご出発日に２歳以上１２歳未満の方が適用となります。尚、
ノーベッド子供代
金適用の場合はお子様のベッドの準備がございませんので、同室の方と添い寝となりま
す。
２歳以上１２歳未満でベッドをご利用する方は大人代金の適用となります。
２歳未満で
航空座席、
ベッド、食事を使用しない場合の代金は幼児代金適用となります。尚、
２歳未
満のお子様で航空座席を使用する場合は子供割引代金の適用となります。

ホテル及びお部屋について
利用ホテル、
グレードに関して
●原則として２人部屋を２名でご利用頂きます。
●原則として各コースに表示されたホテルグレードのホテルをご用意致しますが、
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場合がございます。
●ホテルの名称はホテル側の都合により変更となる場合がございます。
●ホテルによっては異なるタイプの部屋（部屋の向き、広さ、調度品等）
を同グレードとしてい
る為、同じツアーのお客様に同一タイプのお部屋をご用意出来ない場合がございます。
●国（地域）
により、
その法律又はホテル毎の営業規則において、未成年者（保護者を伴わ
ない１８歳未満）
のみでの旅行、及び宿泊が禁止されている場合があります。未成年者の
みでのご旅行はお受け出来ない場合がございますので予めご了承ください。
お部屋タイプに関して
ホテルにより、
タワーや高層階の指定、
特別なサービスが受けられるフロアーの指定が出来ます。
またお部屋からの眺めもご選択出来ます
（別途代金が必要となります）
。
尚、
ホテルの立地条件、
創業年数や周囲の環境の変化、
ご利用階数などにより、
海の見える範囲に違いがございます。
例えばオーシャンビューでもベランダから眺めた時に、
建物やヤシの木などで眺望が多少遮ら
れることもあります。
▶オーシャンフロント
海辺に位置し、正面に海を眺めることが出来るお部屋。
▶オーシャンビュー
客室の窓側（ベランダは含まない）
から海が視界のかなりの部分を占め、
その景観を特色付
けているお部屋。
▶パーシャルオーシャンビュー
客室の窓側からは海が見えませんが、
ベランダ
（ラナイ・バルコニー）
から海が見えるお部屋。
▶部屋指定なし
部屋、眺めが決まっておりません。
チェックイン時にご利用頂けるお部屋になります。原則とし
てオーシャンビューではありません。
１名様でお申し込みの場合
●１人部屋追加代金(１人参加代金）が必要となります（他の方との相部屋はお受け
出来ません）。
●お２人でお申し込みの場合でもご出発前にお１人様がキャンセルされた場合、
お１人様追
加代金が必要となります。
●お１人様でご利用の場合は１ベットルームとなり、
２人部屋よりも手狭となる場合がございます。
●コースによって１名様でお申し込みできないものもございます。
３名様で１部屋（トリプル）
をご利用の湯合
●一般的に２人部屋（ツインルーム）
にエキストラベット
（簡易ベット）
を入れ３名様でご利用
頂く為、お部屋は手狭となります。
あるいは、
キングサイズまたはクイーンサイズのベッド１
台とエキストラベッド１台をご利用頂く場合もございます。
いずれの場合も旅行代金の割
引はございません
（一部コース除く）。
●一般的にエキストラベッドの搬入時間は夜遅くとなります。
またトリプル利用可能ホテルで
もエキストラベッドの不足により２つのベッドに３名様でお泊まり頂く場合がございます。上
記理由により、予めツインルームとシングルルームの２部屋でのご予約をお勧め致します。
●ホテルアメニティーはベッド数のみのご用意となりますのでご注意ください。
●ホテルによりトリプル利用が出来ない場合がございます。
その際にはツインルームとシング
ルルーム
（追加代金必要）
をご利用頂く事になります。
グループ、家族等で２部屋以上をご利用の場合
●複数のお部屋をご利用頂く場合、
ホテル側の事情によりお隣またはお近くのお部屋をご
用意出来ない場合がございます。
●大人２名、
お子様２名の４名様１室でご利用の場合、消防法等により４名様で宿泊できな
い場合がございます。
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ベッドの数について
●２人用のお部屋には原則としてツインベッドをご用意しますが、現地の慣習上ツインベッド
の数が少ない場合、
ハネムーン、
ご夫婦などカップルでご参加の場合はダブルベッドをご
利用頂く場合がございます。
カップル以外のお客様には、
２台目のベッドとしてエキストラ
ベッドまたはソファベッドをご利用いただく場合がございます。
（簡易ベッドの搬入は夜遅く
なることが一般的です）
ホテル混雑期は、簡易ベッドの数や現地事情によりご利用できな
い場合もございます。
●コネクティングルーム、
コンドミニアムおよびスイートルームなどでは、人数によってエキスト
ラベッド、
ソファベッドをご利用頂く場合がありますが、利用人数と同数のベッドがご用意さ
れるとは限りません。
※エキストラベッドを追加されたい場合には追加代金にてリクエストをお受けします
（ただし、各お部屋の利用可能ベッド数の範囲内に限りがあります）
また、
ホテルによっ
てはお受けできない場合があります。
チェックイン・チェックアウトについて
●ほとんどの国でチェックインの際に、
クレジットカードの提示又は現金での預り金が必要と
なる場合がございます。
（国際電話代やお部屋でのミニバー用として）預り金はホテルに
よって異なりますので、
クレジットカードのご持参をお勧めします。
●チェックインは原則的に１５時以降となります。
その際に時間帯、人数によって手続きに時
間が多少掛かる場合がございます。
●チェックアウトは基本的にご自身で行って頂きます。
●ミニバー、
ルームサービス、電話代等、旅行代金に含まれていないものの精算はチェック
アウトの際にお支払いください。
●国（地域）により、個人のチェックインと同様、ホテル所定の宿泊カードの記入が必要な
場合がございます。
バスルームについて
基本的にバスタブ（浴槽）付きのお部屋を用意しておりますが、
ホテル事情や地域の慣習に
より、
シャワーのみのお部屋となる場合がございます。
また、サイパンでは地下水と雨水から
水を確保しており珊瑚島の性質上成分として塩水が含まれていることがあります。
その為キャン
ペーンクラスのホテルでは浄化装置が充分でない場合少々塩気を感じることもあります。
ミクロ
ネシアでは慢性的な水不足の為、
ホテル側がバスタブの栓を抜いている事がございます。
備品について
宿泊ホテルによってはお部屋に歯ブラシ、
スリッパ、浴衣等の用意がない場合がございます。
予めご用意されることをおすすめします。
安全面
安全の為、室内滞在時には必ずドアチェーンを掛け、部屋から出る際にも必ず鍵をお掛けく
ださい。
改修工事に関して
弊社では、
ホテルより前もって得た情報はお客様にご案内しておりますが、工事の期間や規
模については変更する場合がございます。
また予告なく改修工事を行う場合があり、改修中
であっても通常通り営業することが多くございますので予めご了承ください。
ホテルからの特典サービスついて
●提供する条件や個数、枚数等に表記のないものに関しては原則としてお一人様につき１
回(１個・１枚）
をご提供します。
●ホテルが行っているサービス・施設に関しましては、情報提供のみとなり弊社が代金収受
するオプショナルツアーではありません。サービス・施設の詳しい内容やその他のお問い
合せについては、現地ホテルにてお願い致します。
●ホテル側の都合によりサービス・施設内容が予告なく変更される場合があります。
●ベッドをご使用にならないお子様は、
ホテルのアメニティ及び特典サービスはご利用頂けません。
記戴のホテル情報について
当パンフレットに記載されているホテル情報は２０１９年７月現在のもので、予告なく変更に
なる場合があります。

航空機・バス・移動について
利用予定航空会社及び利用便について
●航空機の座席はエコノミークラスを使用します
（一部コース除く）。
●各コースにて記載されている利用航空会社指定・航空会社確定とは日本発着便
（国際線）
の
み指定となることを意味します。
東京発着以外の区間
（乗り継ぎ便）
の確約ではありません。
●利用航空便は出発前にお渡しする最終日程表でお知らせ致します。利用予定航空会社、
便名に関しましては、当社にて決定の航空会社・便となります。他の航空会社、便をご希
望の場合は別途差額を頂くか、場合によってはお受け出来ないこともございます。
●確定後の便名も航空会社のスケジュール変更に伴い、便名が変更、
また乗り継ぎとなる場
合がございます。
●日程表内の時間は目安であり、実際は表示通りの時間とならない場合がございます
（その
際、返金はございません）。
また経由、乗継の際に必ずしも最適の時間にならない場合が
ございます。又記載の経由地、乗継地が他の場所に変更となることがございます。

●出発日、出発時刻により空港内の混雑が予想されます。空港には早めの到着、及び早め
の搭乗手続きをお勧め致します。
●航空会社により航空会社預け入れ手荷物の重量、個数により超過代金が掛かります。又
航空会社により、
サーフボード、
スキー板等を預けた場合、超過代金が掛かります。
サーフ
ボード等の長尺物は、280cmまでお預かりいたします。
●航空会社にお預けになった荷物が紛失した場合に備え、必要最低限の身の回り品を機
内持ち込みされる事をお勧め致します。
運輸機関による旅行日程について
●各コースに日程表に記戴中の移動時間はおおよその目安です。
運輸機関の遅延、
不通、
ス
ケジュール変更、
経路変更などにより旅行日程の変更、
目的地時間の短縮、
延長及び観光
箇所の変更、削除が生じる場合がございます。
この様な場合は責任を負いかねますが、可
能な限り当初の日程に沿ったサービスを手配すべく努力致します。
上記等の免責の場合、
お客様のご希望により当社が現地にて追加手配した場合、
その追加代金を徴収致します。
●帰路便の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となる場合がござい
ます。
このような場合は当該航空会社の運送約款により対応することとなり、当社は責任
を負いかねますので、予めご了承ください。
●帰路乗継便の遅延により、乗継時間が短縮された場合、免税特典を受ける為の手続きが
出来ない場合がございます。
そのような場合でも当社は責任を負いかねますので予めご
了承ください。
機内の座席に関して
●窓際、通路側のご希望は必ずしもお応えできません。
●航空便の座席配列によりグループ又はカップルの場合でも隣り合わせにならない場合が
ございます。通路を挟んだり、前後の列になったりする場合がございます。
送迎について
●全てのコースは原則的に空港〜ホテル間の送迎が含まれております。
●空港〜ホテル間の送迎の際に、免税店（お土産屋）や両替店などに立ち寄る場合が
ございます。
●送迎は他のコースのお客様、他社のお客様もご一緒になる場合がございます。
その際空
港、
ホテルなどで多少お待ち頂く場合がございますので予めご了承ください。
●混乗状況により、数箇所のホテルに立ち寄る場合がございます。
●少人数の場合はセダン、
バン、
ミニバスとなりドライバー兼ガイドとなる場合がございます。
また一部コースでは、
バス、
タクシー等の公共機関、
ホテル提供のバス等を利用する場合
がございます。
●行き・帰りの送迎をご利用しないお客様のご予約は承りません。予めご了承ください。

市内観光・オプショナルツアー、
自由行動について
観光内容の変更
施設の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、
ストライキにより観光箇所の変更、
または
実施日が変更となる場合がございます。
またそれにより自由行動時間に影響が出てくる場合
がございます。
日曜、祝祭日の注意
日曜日、祝祭日には店舗、美術館、博物館、商店など休業・休館となる場合がございます。
美術館、博物館、教会、寺院などについて
展示物は入れ替え、又は他への出展中となる場合がございます。教会、寺院はミサ等の為、
外観のみの見学となり、内部でのご説明が出来ない場合がございます。
その他
●島内観光・オプショナルツアー参加中、貴重品、現金は必ずご自身にて管理してください。
●コース内に朝日や夕日などの鑑賞が明記されている場合でも、悪天候により十分にご鑑
賞頂けない場合がございます。
●パンフレット、
日程表に
「ショッピング」
と記載が無い場合でも、免税店等にご案内する場
合がございます。又「ショッピング」
と記載がある場合でも、現地事情によりご案内できない
場合がございます。

お買い物について
●お客様の便宜を図る為、観光中や送迎中、お土産店などに立ち寄る場合がございます。
弊社ではお店の選定には万全を期しておりますが、一部の国（地域）
によっては不良品や
偽物が混入し、返品、返金できないなどトラブルが生じる場合がございます。購入する際は
お客様ご自身の貴任でご購入頂き、品物を受け取る際には必ず中身をご確認頂く様お
願いします。
●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
うに商品の確認及びレシートの受け取り等は必ずお客様ご自身で行ってください。
●免税払戻しの手続きは、
その手続きを土産物店・空港等でご確認の上、
ご購入品を必ず
お手元にご用意いただき、
お客様ご自身で行ってください。
●ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込みが禁止されている品物がありますので、
ご購入には充分ご注意願います。

お食事に関して
●旅行代金には各コースの日程表に明示した食事の代金、税、サービス料が含まれます。
但し個人的に注文された飲み物や料理、及びその税金やチップはお客様の負担になり
ますのでご注意ください。
●各コースに明示した食事回数には機内食は含まれておりません。
●航空機の発着遅延等により、
レストランの変更や食事の日時、場所が入れ替わる事が
ございますが回数、条件は変更が無い様に努力致します。
●食事付きのコースにおいて当該レストランが休業日に当たる場合、
ご利用日及びご利用
レストランが変更となります。

●ホテルのメインダイニングやレストランによっては、男性はジャケット、
ネクタイの着用が必
要となる場合が有ります。
また小さなお子様連れの場合やＴシャツ、
ジーンズ、
スニーカー、
サンダルなどでは入店を断られる場合がございます。

現地係員ついて
●添乗員が同行しないコースでは各都市に現地係員が空港〜ホテル、港間の送迎、移動、
観光、現地事情の説明、
オプショナルツアー等のご案内を致します
（一部コース除く）。
これ
らの業務以外の日程表上の自由行動時、及びホテル滞在中には係員はおりません。
●自由行動中及び夜間のご用命は、現地オフィスまたは夜間緊急連絡先にご連絡を頂く事
となります。
●空港等では現地係員の入場できる場所が限定されている関係上、出入国手続き、通関
手続き等はすべてお客様ご自身にて行っていただきます。
また他の便への乗り継ぎ手続
き・搭乗手続きもお客様ご自身で行っていただく場合があります。出入国手続き及び通関
上のトラブルに関する契約上の責任は原則として当社は負いません。
●航空機の乗り継ぎや乗船手続き、及びホテルチェックアウト、出入国手続きは基本的にお
客様ご自身で行って頂きます。
●現地係員は日本語を話しますが、
日本人とは限らず、
また当社手配代行社員の場合がご
ざいます。
（地域によっては英語ガイドの場合がございます）。
●現地係員は複数コースのお客様を同時にお世話する場合がございます。

冷暖房について
●その地域の習慣によってホテル、列車、
バス、
レストランなどに冷暖房の設備が無い場合
がございます。
●国（地域）
によっては冷房が強い場合がございます。
カーディガン等、
はおる物をご用意さ
れることをお勧め致します。

お荷物について
●ポーターの数により到着空港、
ホテルによってはご自身で運んで頂く場合がございますが、
旅行代金の変更はございません。
●お客様の不注意による荷物の紛失や忘れ物などは当社に責任はございません。
しかしそ
の捜査や回収など出来る限りの対応は致します。但し、
その回収費用、運搬費などの諸費
用はお客様の負担となりますのでご注意ください。
●現地時間の２００５年４月より、米国運輸保安局は米国内の空港で荷物検査場から先へ
のライターの持ち込みを全面的に禁止する措置をとります。荷物検査場に持ち込まれたす
べての種類のライターは廃棄処分となります。
スーツケースなどの預け入れ荷物にライター
を入れることも同様に禁じられます。
ご注意ください。
●原則的にお一人様スーツケース１つと手荷物１つを想定した上で送迎車をご用意しており
ます。
それを超える場合、追加運搬手数料等が発生致しますので、
ご出発の３日前まで
（土日祝除く）
にご予約営業所にお申し出ください。
（ゴルフバッグ、
サーフボード、
ボディー
ボード、
ダンボール箱、買い付け商品等は想定手荷物の範囲を超えますので、追加運搬
手数料が発生致します。）又、事前連絡がなくご持参された場合、追加運搬手数料を現地
にてお支払い頂いた上で別車輌をご用意するまでお待ち頂くか、
お客様ご負担並びに責
任に於いての移動（タクシー等）
をお願いすることがございますので予めご了承ください。
●貴重品・壊れやすいもの等は手荷物として機内におもちになることをお勧めいたします。
ま
た高性能検査機器の使用により感光するなどの影響が考えられるため、
フィルムも手荷
物として機内にお持ちになることをお勧めいたします。

忘れ物について
●忘れ物をされるお客様が多発しておりますので、
ホテル出発・オプショナルツアーの際等に
は忘れ物がないようご注意ください。当社では忘れ物捜索、回収及び発送の際等に掛か
る通信費・回収費などの諸経費を忘れ物捜索に係る手数料をいただいております。
また、
忘れ物捜索に係る手数料は捜索物、回収及び発送の有無に拘らず請求させて頂きます
ので予めご了承ください。尚、捜索物を日本へ送る際並びに日本からお客様宅へ送る際
に掛かる送料・梱包代金・保険料・関税は別途お客様のご負担とさせて頂きますので予
めご了承ください。施設、状況、時期により忘れ物の検索が出来ない場合もございますの
でご了承ください。

各種アレンジプランについて
●各種アレンジプランは当社が旅行企画・実施するプランです。基本の募集型企画旅行部
分に組み込まれ、全体としてひとつの募集型企画旅行として実施します。
●各種アレンジプランは基本コースとあわせてお申込みいただくプランとなります。
アレンジ
プランのみのお取り消しの場合も、基本コースを含めてご契約いただいた募集型企画の
旅行代金合計金額に対して、基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。但し、取消
料の額はアレンジプランの金額を上限とします。

追加手配について
●お客様の希望によりレストラン等の予約手配、専用車等の手配をお受け致します。
この場
合の旅行形態は手配旅行契約となります。当該手配の手数料については実費とは別に
所定の業務取扱い代金が掛かります。又お申し込み後の変更、取消についても業務取扱
い代金（手配通信費を含む）
が掛かります。又追加手配予約回答後の変更、取消につい
ても業務取扱い代金（手配通信要を含む）
が掛かりますのでご了承ください。

3

現地出入国税

旅券（パスポート）
とビザ（査証）
について
グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラム
適用区域グアム・北マリアナ諸島（サイパン・テニアン・ロタ等）
ＥＳＴＡ
渡航認証不要
滞在日数４５日以内
４６日以上滞在する場合や、
グアム・北マリアナ諸島から米国の他の都市に移動する場合
は、米国査証免除プログラムを利用してグアム・北マリアナ諸島に渡航することが可能。
ただ
しその場合、
ＥＳＴＡ渡航認証が必要。詳細はＥＳＴＡ (電子渡航認証）
を参照。
※ＥＳＴＡは入国を保証するものではございません。予めご注意ください。

目的：観光、短期商用
旅券：帰国日まで有効な機械読取式旅券(ＭＲＰ)入国時４５日以上が望ましい。
４５日以下
の場合、旅券の有効期限までの滞在が許可される。
※本来すべての渡航者が出国予定日＋６ヵ月以上の残存が必要だが、
日本を含む一部の国・地域の旅券
所持者は免除されている。

◎出国予定日＋６ヵ月以上の残存が免除される国・地域
米国税関国境取締局
米国国務省・領事部のWEBページ等で各自ご確認ください。

※査証免除国・地域に該当していても、
日本法務省発行の再入国許可書（茶色の冊子）
での渡航はＧＣＶ
ＷＰ適用外のため、査証申請が必要。

航空
入国日から４５日以内に出国することが確認できる往復航空券（乗船券）
を所持しているこ
と。
Ｅチケットの場合は、旅程確認書（お客様控えで可）
を提示する。
出入国
カード
「Ｉ-７３６」
Ｉ-７３６の入国拒否理由に該当しないこと。該当する可能性がある場合、渡航者本人から査
証要否を大使館（総領事館）
へ確認する。
オーバーステイ歴や入国審査官より査証取得の指
示がある場合、査証が必要。
セキュアフライトプログラムについて
米国運輸保安局の求めにより、米国発着便をご利用のお客様はパスポート記載のお名前、
生年月日、
性別、
アドレスナンバー
（該当される方のみ）
を航空会社へ報告する必要があります。
ご予約時に正確な情報を担当にお申し出ください。

旅行先の環境事情について
●国（地域）
により洗剤による水質汚染を防ぐ為、お部屋のタオルを交換しない場合がござ
います。
タオル交換を希望する場合にはタオルをバスタブに入れておく、床に落としておく
などの意思表示が必要になります。
●旅行先に自然遺産や文化遺産に配慮した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、罰金を課す場合がございます。事前に現地の環境事情をご確認頂き
ますようお願い申し上げます。

海外安全情報・衛生情報【北マリアナ諸島（サイパン）】
●２０１９年７月現在、
サイパンパンフレット掲載訪問都市において外務省安全情報は発令
されておりません。詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）音声サービス
(TEL03-3580-3311)、又は外務省ホームページ >https://www.mofa.go.jp/mofaj/、
たびレジ > https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ などでご確認ください。必ず
ご確認の上、
ご出発頂けますようお願い申し上げます。
●渡航先（国又は地域）
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/)

旅行保険の加入
●ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行傷害保険に加入される事をお
勧め致します。

空港諸税について
●一部地域を除き、殆どの国で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
（出入国税、空港施設使用料、税関審査料など）
の支払いが義務付けられています。
●各旅行代金には空港税等及び運送機関の課す付加運賃・料金
（原価の水準の異常な変
動に対応するため、
一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課され
るものに限る）
は含まれておりません。
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
（下記参照）
については、
旅行代金とは別に弊社にて代行受領させて頂きます。
●空港諸税の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があります。
但し、為替レートの変動による過不足が生じた場合は、後日精算致しません。
●複数の国や都市を訪問、
あるいは経由する旅程では、空港税等はその都度必要となる場
合があります。
また、同じ旅程でも使用する航空便が経由、乗継ぎとなる場合や、国や都市
の巡り方によって空港諸税の合計金額が異なる場合があります。
航空券発券時に徴収することを義務付けられている
空港諸税一覧（販売店でお支払いいただくもの）
(２０１９年７月１日現在）

空港施設使用料
名称

成田国際空港施設使用料
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額
大人：2,090円

子供： 1,050円

対象
国際線出発

成田空港旅客保安サービス料

520円（大人・子供同額）

国際線出発

国際観光旅客税

1,000円（大人・子供同額）

国際線出発

対象

日本円
目安

子供

幼児

$7.00

国際線到着

840円

対象

対象

$5.60

国際線/国内線搭乗

680円

対象

対象

国際線/国内線出発

540円

対象

−

国名

税の名称

税額

北マリアナ諸島
(サイパン)

入国審査料
航空保安料
空港施設使用

$4,50

※弊社規定のレートにより換算し適用します。
それ以降の為替変動による追加徴収、返金は致しません。
実際の請求額は、
ご旅行のお申し込みを頂いた時点での換算となります。

燃油サーチャージについて
※旅行代金には、燃油サーチャージは含まれております。お申込み後、航空会社の申請により燃油サー
チャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も、旅行代金に変更はございません。
また、為替レート
の変動による過不足についても追加徴収またはご返金はいたしません。

個人情報について
●当社は、
旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報
（氏名、
住所、
電話
番号、
メールアドレスなど）
について、
お客様とのご連絡に利用させていただく他、
お客様が
お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配、
およびそ
れらのサービスを受領する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。

その他
●一般的にデパート、商店などは日曜日、祝祭日は休みになる場合があり、
ショッピング、
オプ
ショナルツアー等に影響しますので、出発日の選定にご注意ください。
●パンフレットに掲載の写真、見取り図は観光地、
ホテル等のイメージを掴んで頂く為の一
例として掲載しております。現地で必ずしも同じ部屋や角度からの風景をご覧頂けるとは
限りませんので予めご了承ください。
●お客様のご希望により各種手配をお受けします。
この場合の旅行契約形態はお客様と当社
らとの間の手配旅行契約となります。
追加手配は内容・時期によりご希望通り手配できない
場合がありますが、
各種手配代金に加え所定の事務取扱手数料がかかることがあります。

オプショナルツアー条件書
1.代金には、往復の交通費、
ガイドの他、明記された食事代（原則として飲物はお客様のご
負担）、入場料、税金等が含まれます。
2.天候、
その他の事情により、実施日、内容、
スケジュールなどの変更、
またはツアーを中止す
ることがあります。
また最少催行人員に満たない場合にもツアーを中止することがありま
す。最少催行人員は大人を基準とします。
3.他社や他のコースのお客様とご一緒になることがあります。
4.所要時間及び出発、帰着予定時刻は現地の交通事情等により変わる場合があります。
5.コースにより満員となり、
ご希望のツアー、
ご希望の日にご参加いただけない場合もありま
すので、
あらかじめご承知おきください。現地申し込みのツアーについては現地到着翌日
のご参加ができない場合もあります。
6.予約申し込みの後であっても天候・天災・ストライキなどの不可抗力の事由により実施日・
内容・スケジュールなどの変更またはツアーの中止をすることがあります。
このご連絡は実
施当日になることもあります。
この場合は、不可能となった当該旅行サービスの提供にか
かわる部分を払い戻しいたします。
また、催行中止となった場合は、全額払い戻します。
7.子供代金はコースごとに記載している場合を除き実施日当日満２歳以上１２歳未満の方
に適用します。幼児(２歳未満）
の代金は無料ですが、座席・食事等は提供されません。
8.表示の代金は、
２０１９年７月１日現在の代金です。予告なしに代金が改定される場合があ
りますので、
お申し込み時にご確認ください。
9.オプショナルツアー取消料はお申し込み時にご確認ください。

旅行代金の返金に関するご注意
当社ではお客様のご都合による予約の取り消しに伴うご返金の際の手数料はお客様ご負
担となります。予めご了承ください。

北マリアナ諸島でのアルコール法について
アルコール飲料の２１歳未満の方への、販売及び提供、
２１歳未満のアルコール飲料の購入
及び飲酒が禁止、午前２時から午前８時までのアルコール類の販売及び提供が禁止となり
ます。購入時にID（写真入り、英語の身分証明書）
の提示を求められます。
米国：無査証入国時の審査変更に関して
去る2004年8月17日米国政府より、査証（ビザ）
を免除している諸外国籍の短期旅行者に対して、
2004年9月30日の米国入国時より、従来の入国審査に加え
「顔写真の撮影」
ならびに
「指紋の押捺」
を義務付けると発表されました。
これはテロ対策強化の一環で、査証免除で入国される日本人旅行者
にも適用となります。
（ただし14歳未満、80歳以上の方と外交査証保持者の方は対象外です。）
加えて、2004年10月26日以降、同じく査証（ビザ）免除プログラムを利用して米国へ渡航する場合は
「機械読取式の旅券(MACHIN-EREADABLE PASSPORT、以下MRP)」
の所持が必要となります。
日
本国内の各旅券事務所で発給された旅券は全てMRP旅券となっておりますが、在外の日本大使館・
領事館で発給された旅券は一部MRP旅券でない場合があります。非MRP旅券の方は2004年10月
26日以降、無査証入国が出来なくなりますので、必ずご確認頂きますようお願い申し上げます。

米国内における受託手荷物の開錠検査
米国連邦航空省交通保安局は2002年12月23日以降、
保安対策としてアメリカ合衆国へ到着されるお客
様に対し、
受託手荷物
（預け荷物）
の検査を強化しており、
施錠の有無に拘わらず、
米国内全ての空港にお
いて無作為に開錠検査を実施中です。
弊社ではサイパンへご旅行
（乗り継ぎも含む）
されるお客様に対して下記のご協力をお願い申し上げます。
①スーツケース等の受託手荷物
（預け荷物）
は、
施錠しない様にご協力をお願い致します。
・施錠されている場合、
鍵を破壊して検査を行う場合があります。
・貴重品類・壊れやすい物等は、
必ず手荷物として機内へお持ちください。
尚、
この保安検査により生じるお
荷物の破損、
内容物の紛失については航空会社では免責扱いであり、
弊社でも責任は負いかねます。
予め
ご了承頂きます様お願い申し上げます
（下記参照）
。
②高性能検査機器の使用により、
未現像のフィルムが感光するなど影響が考えられます。
・フィルムは手荷物として機内へお持ちください。
③搭乗までの諸手続きにかなりの時間を要することが予想されます。
・余裕を持ったチェックイン手続きにご協力ください。

特別な配慮が必要なお客さまについて
○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、措置が必要と
なる可能性があります。詳細は、
「旅行条件書」
の
「５.申込条件」
を確認のうえ、特別な配
慮・措置が必要となる可能性がある方は、
ご相談をさせていただきますので、必ずお申し
出ください
（有料の場合があります）。

〇各コースによっては、観光地において手すりのない階段、石畳のある道路が多かったり、
ま
た、長時間の徒歩による観光や、足元の悪い遺跡巡りなどが含まれるものがございます。
お客様の身体の状態によっては、身体に大きな負担がかかり、介助が必要となることが
予想されるコースもございます。詳細については担当者へお問い合わせください。

ご利用ホテルクラス別一覧
場所

Ａクラス
（デラックス）

ハ イアットリー ●フィエスタリゾート
ジェンシーサイパ ＆スパサイパン
ン
● ＰＩＣ サ イパ ン
● アクア・
リゾート・ （注１）
クラブ・サイパン
● サイパンワールド
● ケンジントンホテ
（注１）
リゾート
ルサイパン
●コーラルオーシャ
ンポイントリゾー
トクラブ
●

サイパン

Ｂクラス
Ｃクラス
Ｄクラス
（スーペリア） （スタンダード） （エコノミー）
カノアリゾートサ
イパン
● グランヴィリオリ
ゾートサイパン
●コーラルオーシャ
ンゴルフリゾート
●

センチュリーホテ
ル（注２）
ホリデーリゾート
サイパン（注１）

●

●

※弊社では現地手配会社からの報告や、
お客様からのアンケートを評価等の参考に、各ホテルを調査し
独自の区分を作成、
その区分を基準にホテルの選定をしています。
※（注１）
お部屋によっては、
バスタブなしのシャワールームのみとなります。（注２）
プールがございません。

海外募集型企画旅行条件書
［1］本旅行条件書について
本旅行条件書は、旅行業法第12条の４に定める取引条件説明書面及び同法12条の５
に定める契約書面の一部となります。
［2］募集型企画旅行契約
１．
この旅行は、
スカイパックツアーズ㈱（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．当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊その他の旅行に関する
サービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
３．旅行契約の内容は、募集広告又はパンフレット
（以下「募集広告等」
といいます）、本旅行
条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社募集型企画旅行契
約約款によります。
［3］旅行のお申し込みと旅行契約の成立時期
１．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し込みいただき
ます。
申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、
その一部として繰り入れます。
また、
旅
行契約は、
当社が予約の承諾をし、
下記の申込金を受領したときに成立するものとします。
旅行代金の額

申込金（おひとり）

旅行代金が30万円以上

5万円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円以上30万円未満

3万円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円未満

2万円以上旅行代金まで

表内の
「旅行代金」
とは第７項の１の
「お支払い対象旅行代金」
をいいます。
２．当社は電話、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申込みを受付
けることがあります。
この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾
をした日の翌日から起算して３日以内に、申込金を提出していただきます。
この期間内に
申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかったものとして取扱います。尚、
イン
ターネットによる予約の場合は、通信契約の旅行条件によります。
３．旅行お申込時に提出頂く
「旅行申込書」
には、
お客様のパスポートに記載されているとお
りご記入ください。
お客様の氏名は間違って記入された場合、運送・宿泊期間等により氏
名等の修正が認められない場合があり、旅行契約を解除頂く場合もございます。
その場
合、第１３項の旅行契約解除となり、記載の取消料を申し受けます。
［4］
お申し込み条件
１．20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
また、
旅行開始時点で15歳未満の方は親
権者の同行を条件とさせていただく場合があります。
75歳以上の方は原則として健康診断
書の提出をお願いする場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のために、
コースに
よってはご参加をお断りするか、
同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
２．特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、
資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、
お申込みをお断
りすることがあります。
３．障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方などで特別な配慮
を必要とする方はその旨旅行のお申込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。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の
健康診断書を提出していただく場合があります。
この場合、旅行の実施に支障をきたすと
当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、お体に負担の少ない
他の旅行をお勧めするか、
あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
４．
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とす

る状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置を
とらせていただきます。
これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
５．
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
ただし、
コースにより別途条件で
お受けすることがあります。
６．
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあ
ると当社が判断する場合は、
お申込みをお断りすることがあります。
７．
その他当社の業務上の都合があるときには、
お申込みをお断りすることがあります。
８．申込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、
当社らは、
お客様の承諾を得て、
お客様が
「予約確認待ち」
状態でお待ちいただける期限
を確認した上で、
お客様をウェイティングベース
（又はリクエストベース）
のお客様」
として登
録し、
お客様の申し込みを受けられるよう努力することがあります。
これを
「ウェイティング
（リ
クエスト）登録」
といいます。
この場合でも当社は申込金相当額を申し受ける場合がありま
す。
ただし、
「当社がお申込みを承諾できる旨を通知する前にお客様より
「
「ウェイティング
（リ
クエスト）
登録」
の解除のお申出があった場合」
又は
「お待ちいただける期限までに結果と
してお申込みを承諾できなかった場合」
当社は当該申込金相当額を払い戻しいたします。
［5］確定書面（最終旅行日程表）
１．確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面（最終旅行日
程表）
を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。
（原則として旅行開始日の７
日前〜５日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特
定時期出発のコースでは旅行開始日の前日までにお渡しすることがあります。
ただし旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降に当該旅行の申込みがな
された場合には旅行開始日までにお渡しします
（場合により出発当日に出発空港でのお
渡しとなる場合もございます）
お渡し方法には、
ファクシミリ、郵送を含みます。
２．当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項「１」
の確定書面
に記載するところに特定されます。
［6］旅行代金のお支払い
１．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
支払いいただきます。
また、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
る日以降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払い
いただきます。
［7］
お支払い対象旅行代金と追加代金・割引代金
１．
「お支払い対象旅行代金」
とは、募集広告等に
「旅行代金として表示した金額」
プラス
「追
加代金として表示した金額」
マイナス
「割引代金として表示した金額」
をいいます。
この合
計金額は、第３項の
「申込金」第13項１一①の
「取消料」、第13項１一②の
「違約料」、及
び第20項の
「変更補償金」
の額の算出の際の基準となります。
［8］旅行代金に含まれるもの
１．旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃（コースによって等級が異
なります）。
２．旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港、駅、埠頭と宿泊場所）。
３．旅行日程に明示した観光の料金（バス料金、
ガイド料金、入場料等）。
４．旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、
サービス料。
５．旅行日程に明示した食事の料金及び税、
サービス料。
６．団体行動中の心付け。
７．添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
８．募集広告等で
「○○付」等と表示されているものの経費。
※上記諸費用はお客様のご都合により、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。
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［9］旅行代金に含まれないもの第８項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。
その一部を以下に例示します。
１．超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について）。
２．
クリーニング代、電報電話料、
ホテルのルームメイド・ボーイ等に対する心付け、
その他追
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。
３．
お客様のご希望によりお１人部屋を使用する場合の追加料金。
４．希望者のみ参加されるオプショナルツアー
（別途料金の小旅行）
の料金。
５．
ご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費。
６．
お客様の傷害・疾病に関する医療費等。
７．渡航手続関係諸経費（旅券・査証など渡航手続きに関連する経費）
８．運送機関による付加運賃・料金
９．
日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料金
１０．
日本国外の空港税・出国税及びこれらに関連する諸税
［10］旅行契約内容の変更当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、
暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の
運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事
由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむ
を得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し
得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、
旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合に
おいてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
［11］旅行代金の変更当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を
変更します。
１．利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度
を大幅に超えて改訂されたときは、
その改訂差額だけ旅行代金を変更します。
ただし、旅
行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、
さかのぼって15日目にあ
たる日より前にお客様に通知いたします。
２．第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、
当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
［12］お客様の交替
１．
原則として、
ピーク期間
（年末年始、
ゴールデンウィークなどの繁忙期）
の交代はできません。
２．但しピーク期間以外の期間については、旅行開始日から起算してさかのぼって１０日目前
は催行箇所の承認があれば交替可能な場合もあります。
その場合、当社所定の用紙に必
要事項をご記入のうえ当社に提出いただきます。
この際、交替に要する手数料として当社
所定の手数料を申し受けます。
３．交替が受理されない場合で、取消し料がかかる期間内にお客様が取消しされるときは当
社所定の取消料の対象となります。
［13］旅行契約の解除・払戻し
１．旅行開始前の解除①お客様の解除権ア．
お客様は次に定める取消料をお支払いただく
ことによりいつでも旅行契約を解除することができます。
ただし、契約解除のお申し出は、
お申込み箇所の営業時間内にお受けします。
日本出発時又は帰国時に航空機を利用す
る募集型企画旅行契約（貸切り航空機を利用するコースを除く）
旅行契約の解除期日

取消料（おひとり）

旅行開始日がピーク時の旅行であって、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

旅行代金の10％
（5万円を上限）
旅行代金が30万円以上：
5万円

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３日目にあたる日まで

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％

旅行開始日の前々日及び前日

旅行代金の30％

旅行開始日当日

旅行代金の50％

無連絡不参加及び旅行開始後

旅行代金の100％

※「ピーク時」
とは、原則として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
※お客様のご都合による日程の変更・利用便の変更、宿泊施設の変更、
オプショナルプランの変更・取
消についても上記取消料が適用となります。

イ．
お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第10項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。
ただし、
その変更が第20項の別表左
欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第11項の１に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の
事由により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。
d.当社がお客様に対し第5項の1に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡
ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不
可能となったとき。
ウ．当社は本項「１の①のア」
により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代
金（あるいは申込金）
から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金
でまかなえないときは、
その差額を申し受けます。
また本項「１の①のイ」
により旅行契約が
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解除されたときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）
を払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア．お客様が当社所定の第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当
社は旅行契約を解除することがあります。
この時は、本項「１の①のア」
に規定する取消料
と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ．次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件
を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、
又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
d.お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前（ピーク時旅行を開始す
るものについては３３日目にあたる日より前）
に旅行中止のご通知をいたします。
e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行
実施条件が成就しないとき、
あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f.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。
ウ．当社は本項「１の②のア」
により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金
（あるいは申込金）
から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
また本項「１の②のイ」
により旅行契約を解除したときは、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。
２．旅行開始後の解除
①お客様の解除権
ア．
お客様のご都合により途中で離団された場合は、
お客様の権利放棄とみなし、一切の払
い戻しをいたしません。
イ．旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行
サービスの提供を受けられない場合には、
お客様は取消料を支払うことなく当該不可能
になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
この場合当社
は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払
い戻しいたします。
②当社の解除権
ア．旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を
説明して旅行契約の一部を解約することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行
動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の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旅行の継続が不可能となったとき。
イ．解除の効果及び払い戻し
本項「2の②のア」
に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本
項「1の①のア」
によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約
を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消
料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、
これをお客様の負担とします。
この場合、当社は旅行代金のうち、
お客様がいまだその提
供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者
に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて
払い戻しいたします。
ウ．本項「２の②のア」
のa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、
お客様のお求めに応
じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ．当社が本項「２の②のア」
の規程に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様
との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
すなわちお客様が既に提供を受
けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
［17］当社の責任
１．当社募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者（以
下「手配代行者」
といいます）
の故意又は過失により、
お客様に損害を与えたときは、
その
損害を賠償いたします。
ただし損害発生の翌日から起算して２年以内に当社に対して通
知があった場合に限ります。
２．
お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当社は原則として本項1
の責任を負いません。
ア．天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ．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じる旅行日程の変更も
しくは旅行の中止。
ウ．官公署の命令、
伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更、
旅行の中止。
エ．
自由行動中の事故。
オ．食中毒。
カ．盗難。
キ．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じる旅行
日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
ク．
その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
３．手荷物について生じた本項「１」
の損害につきましては、本項「１」
の規定にかかわらず損
害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償い
たします。
ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15
万円までといたします。
（但し、一個又は一対についての限度は10万円。故意又は重過失
がある場合を除く）
として賠償します。

［18］特別補償
１．当社は第17項の１の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款特
別補償規定により、
お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、
その
生命、身体又は荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金又は見
舞金を支払います。
２．
お客様が当該旅行参加中に被った損害が、
お客様の故意、
酒酔い運転、
疾病等のほか、
当該旅行に含まれない場合で、
自由行動中のスカイダイビング、
ハングライダー搭乗、超軽
量動力機（モーターハングライダー、
マイクロライト機、
ウルトラライト機等）搭乗、
ジャイロプ
レーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社本
項「１」
の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
ただし、当該運動が当該旅行日程
に含まれているときは、
この限りではありません。
３．当社が本項「１」
に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合
であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・
損害賠償義務とも履行されたものといたします。
４．旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生
じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払
いはされません。
［19］お客様の責任
１．
お客様の故意、
過失、
法令・公序良俗に反する行為、
もしくはお客様が当社の募集企画型
旅行契約約款の規程を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、
当社はお客様か
ら損害の賠償を申し受けます。
２．
お客様が受けられる旅行サービスが契約書面どおりに適切に提供されていないことがあり
ましたら、
トラブルへの迅速な対応をさせて頂くために、
速やかに当社までお申し出下さい。
［20］旅程保証
１．
当社は、
次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合
（ただし次の①・②・③で
規定する変更を除きます）
は、
「お支払い対象旅行代金」
に次表右欄に記載する率を乗じて
得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、
当
該変更について当社に第17項の１の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合に
は、
変更補償金としてではなく、
損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
（ただし、
サー
ビスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設
備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います）
ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ．戦乱。
ウ．暴動。
エ．官公署の命令。
オ．欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。
カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ．旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
②第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の
場合、当社は変更補償金を支払いません。
③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、
「最終旅行日程表に記載した日程
からの変更の場合で、契約書面に記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」
は、当社は変更補償金の額を支払いません。
２．本項「１」
の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の
額は、第7項の1で定める
「お支払い対象旅行代金」
に15％を乗じて得た額を上限としま
す。
またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは
当社は変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの
率（％）
旅行
旅行
開始前 開始後

一. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

二. 契約書面に記載した入場する観光地又は
観光施設（レストランを含みます）
その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

三. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより
低い料金のものへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が
契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります）

1.0

2.0

四. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

五. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は
旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0

2.0

六. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における
直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0

2.0

七. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

八. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、
景観その他の客室の条件の変更

1.0

2.0

九. 前各号に掲げる変更のうち契約書面の
ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

注一.「旅行開始前」
とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した
場合をいい、
「旅行開始後」
とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知
した場合をいいます。
注二.確定書面が交付された場合には、
「契約書面」
とあるのを
「確定書面」
と読み替えた
上で、
この表を適用します。
この場合において、契約書面の記載内容との間又は確定書面

の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、
それぞ
れの変更につきー件として取り扱います。
注三.第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので
ある場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四.第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いも
のへの変更を伴う場合には適用しません。
注五.第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複
数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六.第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号
によります。
注一.「旅行開始前」
とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した
場合をいい、
「旅行開始後」
とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知
した場合をいいます。
注二.確定書面が交付された場合には、
「契約書面」
とあるのを
「確定書面」
と読み替えた
上で、
この表を適用します。
この場合において、契約書面の記載内容との間又は確定書面
の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、
それ
ぞれの変更につきー件として取り扱います。
注三.第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので
ある場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四.第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いも
のへの変更を伴う場合には適用しません。
注五.第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複
数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六.第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号
によります。
［21］旅行代金の基準
旅行代金に関する基準日は、弊社募集広告等に明示した日となります。
［22］出発までにお客様が実施する諸手続
１．旅券・査証に関して：
（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わせ下さい。）
ア．旅券
（パスポート）
：旅行参加には、
必要に応じた残存有効期間を満たす旅券が必要です。
イ．査証（ビザ）
：旅行参加には、渡航国の査証が必要となる場合があります。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、
ならびにご旅行に必要な旅
券・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。
２．保健衛生に関して：渡航先（国又は地域）
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」等でご確認ください。
３．海外危険情報について：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。外務省の
「外務省海外安
全ホームページ」
でもご確認いただけます。
［23］
その他
１．掲載の風景写真は、撮影時期及び天候の関係で実際とは情景が異なる場合があります。
又、料理写真・客室写真は一例ですので実際とは異なる場合があります。
２．
お客様の都合による便変更・延泊等の行程変更はできません。
ご予約の航空便にお乗り
遅れの場合は別途航空券の購入が必要となります。
３．事故・天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関が中止または遅延となり行程の変
更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客様の負担となりま
す。又、
目的地滞在時間の短縮による補償も応じられません。
４．天候等及び航空会社の都合による欠航または遅延の場合、利用航空会社の前後便に
空席のある限り振替輸送をさせて頂きます。尚、他社便また代替航空機関への振替は行
いませんのでご了承ください。又、上記により宿泊及び交通費等の追加費用が発生した
場合のご請求には応じられませんので予めご了承下さい。
５．旅行開始後においてお客様の都合で宿泊・食事・観光等のサービス提供をお受けにな
らなかった場合、払戻しはできません。
６．旅館、ホテル等において、お客様が酒類、料理その他のサービスを追加された場合は
お客様のご負担となります。
７．当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
８．掲載の各コースの航空運賃は包括旅行運賃又は個人包括旅行運賃を利用しております。
９．病気、
けがをした場合、
多額の治療費、
移送費等がかかることがあります。
また、
事故の場合、
加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。
これらの治療費、
移送費、
また、死亡・後遺障害等を担保するため、
お客様ご自身で充分な額の海外旅行
保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合
わせください。
観光庁長官登録旅行業 第1507号
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