
京 成 トラ 期 け 一ビス

がおすすめする

日day

追力1代金
なし

翌日に

11霊学2票晋       ます。
2登山のチャレンジは2回できます。※①

9読≦暮奎雲挙字
サンライズ・サンセットを

米(i)登 山チャレンジ]回 目が登山口閉鎖の場合に限り、こ要望の方に再チャレンジが可能となります。
※0天候気象状況によリヘリコプター遊覧|よ中止になる場合があります。※中止の場合でも返金はありません。英語ガイドのこ案内となります。

■1塩   |ふ
ギ

さらに
(約 10分 )

■隠 スじ当挙夢受岩軽鍬 矯
10分間)で上空からエアーズロックを
置覧いただきます。※②

当店で当パンフレット!Eお申し込みの方には・,|||



7日間i2012年4月 1日～7月 11日 の月・火・水・土・日曜日(4/28～ 5/5発を除く)

8日 間:2012年 4月 1日～7月 11日の月・火・水・金・土,日 曜日(4/27～ 5/5発を除く)

■航空会社/カンタス航空(QF)■最少催行人員/1名 (1人部屋追カロ代金がかかります)

■添乗員/添乗員は同行しませんがホリデイ係員がお世話します。
■食事/6日間:朝3回、夕食1回、フ日間:朝4回、夕食1回、8日間:朝 5回、夕食1回 B由口EヨH■団″ 郷 日 〕

マウントオ,レガ観光とエアーズロックサンセットツアー

30以上の丸みを帯びた奇岩が

集まつたオルガ岩石群を楽しん
だ後は、エアーズロックのサン
セットを見ながらスブヽ一クリング
ワイン&カナッペで乾杯。

蝉 底エア…ズロック・サンライズとエアーズロック登山ツアー

朝食を食べながら、朝日に輝くエアーズロックを観賞後、エアーズロック登山または
な、もとの遊歩道での散策をお楽しみください。

エアーズロック登山について共通のこ案内
●ガイドは、エアーズロック登山には同行いたしません「お、もと散策(クニヤウォーク・マラウォーク)とア
ボリジエカルチャーセンター」にご案内します)。

●天候(高温・強風等)やアポリジエの文化的な理由(祭事等)により、登山口が予告なしに閉鎖となる
場合があります。登山口が開鎖となった場合は、「ふもと散策(ク ニヤウォーク・マラウォーク)とアポリジ
エカルチャーセンター」に変更しての催行となり、返金等はありませんのであらかじめご了承ください。

※コース表内のフライトスケジュール及び所要時間は2012年 2月 1日 現在のもので記してお

ります。確定スケジュールは最終日程表にてこ確認ください。
※コース内に含まれる観光は現地事情により実施国が変更になる場合があります。また、ホリデ

イツアー以外のお客様と同一のバスにてこ案内する場合があります。
延泊について ※5/8～ 5の宿泊にあたる延泊はお受けできません。

ホテル発着時間は時期により(日 の出、日の入り時間の変化により)多少前後する場合がこざいます。

再チャレンジできるのは、3日 目にこ参加にもかかわらす、登山口が閉鎖されていた場

のみの観光となります。この場合は、記念品を代替品としてお渡しします。
プレミアムエコノミーの座席数には限りがあり、満席となる場合がありますので、出発日及び往

路利用、復路利用のこ希望に添えない場合があります。あらかじめこ了承くださしヽ。

ヽ エアースロック ンドニー

①プラン ボヤージズ。アウトパックパイオニア
(お部屋指定なし)

シャングリラ・ホテル・シドニー
デラックスダーリング八一バービュー)

⑤プラン
ボヤージズ・セイルズ・イン`ザ・デザート

(お部屋指定なし)

インターコンチネンタル'シドニー

(シテイービユー)

◎プラン インターコンテネンタルシドニー
(デラックスイースタン八―パービュー)

スケジュー,レ ●は入場観光、★は下車観光、●は車窓観光となります。

ネンに一空港にて乗継)― ェアーズロツク空港 (l130～ 130噛― ―

ホリデイ係員が采継をお手伝しヽします。   現地係員わ聖)告 [て お出迎えしホテルヘこ果内をします.

舘
ホ刃 レ

脇 冒

"ダ

氾尻秀督佑騨 動 ますう

30以上の奇岩が集まつたマウントオルガを観光した後、エアーズロックのサンセットを観光します。
ホテル=☆マウントオルガ展望台=★マウントオルガ・ウォルパ渓谷散策=
=★ エアーズロックサンセットツアーー ホテル

エアーズロック(,自 )

刻々と岩肌の色が変わつていくサンライズを
ご覧いただいた後、エアーズロック登山に挑戦します。

ホテル(4:45～6:30発)=====★サンライズ観賞

―
★エアーズロック登山またはる、もと散策=ホテル

●エアーズロック登山ができなくても、もう1チャンス!空からエアースロック

エアーズロック(泊 )

現地係員が空港にてお出迎えし、ホテルまでこ案内します。 シドェ_

出発まで自由行動 幣 ャレンジ瑞副
嗣レ=1宮ξ占昔含≧

)～ 14:00発 )

約卸寺間_     ホ刃レ思駄富務ガ狩欄
｀

(16:30～ 1[

観光出発まで自由行動 (ホテ)レは10:00チ ェックアウトとなります)

ホテル(13:30～ 14:00頃)===●ロックス===●ダーリングA一パー
=●八―パーブリッジー ★ミ,レツンズポイントー ●オベラAウス=
●マッコーリー通り歴史的建造物==★ 世界遺差 ′ヽイドパーク′ヽラックス=
★セントメアリーズ大聖堂一 ココス(お生産店)==ホテル(17:00頃着)

送迎車 (21:30～22:30発 )

現地係員が空港までお送りし、  ~
塔乗手続きをお手伝いします。機内 (泊 )

(6100～6:45着 )成田空港

http://― shang卜 la com/sydney/shangr卜 la/1

ンドニー発祥の地といわれるロックスにそびえる、36階建
ての高層デラックスホテル。サーキュラーキーヘ歩いて行
けるロケーションの良さで幅広い人気を集めています。

htp://www,apaninterconunental com(日 本語)

シドニーのシンポル・オペラ八ウスを望むデ
ラックスホテル。建物は19世紀に建てられ
た旧大蔵省を修復したもので、エレガント
でクラシカルなムードが漂つています。

お
申
し
込
み
の
際
は
、
必
す
一晏
表
紙

の

「
ご
案
内
と
ご
注
意
」
を
こ
覧
く
だ
さ
い
。

※国内空港施設使用料=成田空港旅客保安サービス料および海タト空港諸税が別途必要となります。

4/21′V25、

7/10。 11の
上記設定曜日

3名 1室書」引代金
延泊 (シドニー)

611‐ 4126

611‐ 4127

611‐ 4128

611‐ 4126

611‐ 4127

611‐ 4128

611‐ 4126

611‐ 4127

611‐ 4128

■
目

回

■

空港税等
中ン

撤
一サ

こども旅行代金
(2歳以上12歳未満)

幼児旅行代金(2歳未満)

(航空座席・ベッド・食事なし)成田空港
柿譜停用料

成田空港旅客
保安サービス料

海外空港諸税
旅行代金に

含まれてお
'サ

ます

おとな代金の一律
20,000円引

25,000円
おとな2,040円

こども1,020円

500円
(おとな.こ ども同額)

4/1～25出発
おとな15,930円
こども11]740円

4/26以 降出発
おとな15,220円
こども11,240円 ※1名様で1室ご利用になる場合、延泊代金は倍額となります。

勘邸
□

フライト
選択

□□

往路ブレエコ:01

復路プレエコ102

□□□一□□□□-00

- 

▼
代金表  H型端末
参Rく   専用コード

コース番号



■出発日/7日間i2012年 4月 1日～7月 11日の月快・水・木・土・日曜日(4/27-5/5発を除く)

8日間:2012年4月 1日～7月 ll日の月・火・水・金・土・日曜日(4/27～ 5/5発を除く)

9日間:2012年 4月 1日～7月 11日の月・火・木・金・土,日曜日(4/27～ 5/5発を除く)

■航空会社/往隠・ジェットスター航空 (」 Q)復臨・カンタス航空(QF)
■最少催行人員/1名 (1人部屋追加代金がかかります。)

■添乗員/添乗員は同行しませんがホリデイ係員がお世話します。
■食事/7日間:朝3回、夕食1回、8日 間:朝4回、夕食1回、9日 間:朝 5回、夕食1回

昌
ケアンズ エアーズロック

①プラン サヽシフィックインターナショナ,レ

(お部屋指定なし)

不マ ー ジス・

アウトパック,パイオニア
シャンクリラ・ホテルンドニー
(デラックス̀ダーリングナt―サt― rュー

⑤プラン
ザシーベル・ケアンズ
(お部屋指定なし) セ神レ好弟学ナトインターコンチネンタルtシドニー

tデラックスイースタンA―パーピュー

ケアンズ・
ンドニー延泊可能

IL=い  :: 1厚 日
1

世界遺産に指定された熱帯雨林の街・

キュランタを満喫。人気の高原列車や
空中ゴンドラ、ジャングル体験など、魅
力のすべてを紹介|

18,400円 (おとな)

10,400円 (ことも)

こども代金は3歳～12歳に適用されます。

●最少催行人員:2名

X現地催行日5/78はスカイレール鉄道が這休となり、市内へはバス移動となり
ます。(該当日にご参加の場合、おとなAS30 こともAS15を 現地にて返全いた
します.||【 スケジュール.訪問.乗草日序は予告なく変更となる場合があります.

Xホ リデイ以タトのお客様とご―指にご実内する場合41ごさいます.

運行事業者 :どきどきツアーズ社

21300kmにも及8ヽ 世界遺産グレートパリ
アリーフの中にある、アウターリーフポンツ
ーン(浮き桟橋)に行くプラン。美しい珊瑚
礁に囲まれながら、のんびりと過こせます。

14,000円 (おとな)

6,500円 (こ ども

“

歳～14歳適用)

こども代金は4歳～14歳に適用されます。
ケアンズ吾1着翌日からご参加いただけます。

●最少催行人員i]名

運行事業者 :サ ンラバーリーフクルーズ社 ※各お泊まりのホテルから徒歩約5分 のリーフターミ
ナル発着となり送迎は付きません。Xホリデイ以タトのお客様とこ―橋にご実内する場合がございます.

hHpi〃 www pacmchotelcarns com/1apanese(日 本語)

グレートパリアリーフクルーズの発着場「リーフターミナ
ル」やカジノ、スイミングラグーンなど、ケアンズ市内の拠
点や観光スボットの多くが徒歩国内にあり、大変便利です。

http://www sebeicairns com

アボット・ストリートに面し、回ケーションが抜群のデ
ラックスホテル。レストランやスパなど施設も充実し
ています。

http://www ayersrockresort com au/outback

プールやバーベキュー施設があり、伝統的なオーストラ
リアのおもてなしとリツートの雰囲気をお楽しみいただ
けます。

http://www ayersrockresort com au/sails

エアーズロックリゾートを代表する最高級ホテル。広々 としたゲスト
ルーム,プールなど、アクティビティやサービスが充実しています。

米ホテルの施言受客宣設備の情報 は、ホテルの事情により予告なく変更となる場合があ
'サ

ます。

スケジュール ★は下車観光となります。

1 1 1 成田空港 (20:55～ 2]:25発 ) 権内(泊 )

2 2 2

着後、あらかじめお選びいただいたプランにこ案内します。

8崎からお部屋力壇利用いただける、
クイン)。 空港到着後送迎車にてホリ

―― ケアンズ空港 (4:50～805着 )ホリデイ係員が空剃こてお出迎えします。

別料金

送迎車 にてホリデイラウンS 、観光に出

●世界遺産キュラ】 )

ケアンズ(泊 )

一機

3
３

・
４

【終日】自由行動

ケアンズ(泊 )

●世界遺産キュランダ観光プラン(昼食付)

グレートパリア・モアリーフクルーズプラン(昼食付)

証

3 4 5

ホテサレ聖婆単坐 約2時間50分

送迎車 錦       ~
ホリデイ係員が空港までお送りし、搭乗手続きをお手伝いします

鵠 羊
ホ刃

嚇 務 噺 香騨織F鋼 す

現地係員が空港にて
お出迎えし、ホテルま

)で
こ案内します。

切

30以上の奇岩が集まつたマウントオルガを観光した後、エアーズロックのサンセットを観光します。

エア…ズロック(泊 )

4 5 6
鋼
朔

刻々と岩肌の色が変わつていくサンライズを
こ覧いただいた後、エアーズロック登山に挑戦します。

一の
ヵ

【午後】自由行動              エアーズロック(,自)

前日に登山口閉鎖の場合、こ希望により「エアーズロックサンライズと登山」に再チャレンジ可能

【出発まで】自由行動

ホテサレ
約 20分

(1230～ 1400発) 約3日寺間  ,
送迎車 現地係員が空港までお送りし、塔乗手続きをお手伝いします。

一 端 諦 穀 譜
ホ刃 レ郎 側

張
鰹 賢(洵

6 7 日

出発まで自由行動(ホテルチェックアウトは10:00で す)

こ出発時までお吉「屋をこ用意いたします。

1翻

オヽテリレ室篭ξ告讐羊
(督4増隼:重雪ヨ君七     )

フ 9 (6100～6:45着 )成田空港

※コース表内のフライトスケジュール及び所要時間は2012年2月 1日現在のもので記してお
ります。確定スケジュールは最終日程表にてこ確認ください。

※コース内に含まれる観光は現地事情により実施日が変更になる場合があります。また、ホリデ
イツアー以外のお客様と同一のパスにてご案内する場合があります。

延泊について ※5/3～ 5の宿泊にあたる延泊はお受けできません。
ホテル発着時間は時期により(日 の出、日の入り崎間の変化により)多少前後する場合がこざいます。
2日 ロオプショナルツアーと8100チェックインの両方はお選びいただけません。
再チャレンジできるの|よ、エアーズロック到着後2回 目にこ参加にもかかわらす、登山口
が閉鎖されていた場合に限ります。朝食入リリュックサックは1回のみとなります。
2日 目にオプショナルツアーにこ参加される場合|よ観光後のホテルチェックインとなります。

ブレミアムエコノミーの座席数には限りがあり、満席となる場合がありますので、出発日のこ希望に添
えない場合があります。あらかじめこ了承ください。 ※国内空港施設使用料・成田空港旅客保安サービス料および海外空港諸税が】1途必要となります。

3名 1室害」引代金
延泊 (ケアンズ)

延泊ルイト
チェックアウト(シドニー

)

611‐ 1087

611‐ 1088

611-1089

燃油
サーチャージ

こども旅行代金
(2歳以上12歳未満)

幼児旅行代金(2歳未満)

(航空座席・ベッド・食事なし)

旅行代金に

含まれております

おとな代金の一律
20,000円弓1おとな2,040円

ことも 1,020円 ※1名 様で1宣ご利用になる場合、延泊代金は倍額となります。

コース番号

□□□一回□□□-00

- 

▼
代企表
参Rq

ホテル  フライト
選択   選択



※お申し込みの際には、下記オプショナルツアー共通の「ご案内とご注意」をご覧ください

ンドニーから世界遺産に指定されているブルーマウンテンズ回立公園へ出かけます。ますはボアーズヘッド展望台より絶景を鑑
賞、そしてスカイウェイやケーブルウェイなどの乗り物(別 料金)で壮大なパノラマを楽しめるシーニックワールドヘ。その後奇岩
スリーシスターズをエコーポイント展望台から鑑賞した後は、かわいい雑貨店やカフェが並81高原の町ルーラで散策タイム。一

日わ‖ナてゆつくりとブルーマウンテンをお楽しみいただけます。

■1日観光コース OPコード:6S1608

おとな13,000円 こども(2～ 12歳)8,500円
■半日観光コース OPコ ード6S1708
おとな 8,000円 こども(2～ 12歳)5,500円

0最少催行人員i]名 日本語ガイド同行
運行事業者 :ツアーネット社 (現地法人〉

オフショナルツアー

※「マウントオルガ観光とエアーズロックサンセット観賞ツアー」実施日にはご参加いただけません。

満天の星の下でのロマンティックなディナー、ワイン
と共にアウトパックでのひとときをお過こしください。

18,000円 (おとな)11,500円 (こ とも)

0毎日実施
●約4時間30分所要
0日本語ガイドは星座鑑賞時同行します。
●最少催行人員:2名

(10歳未満のお子様はご参加いただけません)

こ有
しヽ。こ

1人様の価格です。
まヽす。
ています。
1人でご利用
表を己覧くだ

ハ′。

懸槃鮨崩難ぎ馴 葛嶺摯増iS艶占働麻到
成田空港旅害保安サービス料…おとな。こども500円

・ 鴛普ぞを慣躍 鉢 鼎 繰 ↓亀義痔
物敵 欄 へご案

■なお、これは土産店入店や土産物品の購入を強制するものではありませ
ん。また、観光時間の関係上土産物店にこ案内できなしヽこともあります
が、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。

す。オーストラリアの国内緑はエコノミークラス利用となります。

取消になる場合、お

・ 脇!岬雅稗輝響賜協暦占な桝伊R鮒ど1ン |

国際線で到着

および出発する

お客様

※
あ聖製鞘謗柵醤掛腿儀蘭計f概堺皆部を
出発期間内の為替レート変動による追加徴収・返金はいたしません。

Tポイント(旅行代金200円につき1ポイント)の取得方法の詳細は、スタートガイドまたはhttp:/ ださい。

近畿日本ツーリスト(株)(以下「当社Jと しヽいます。)所定の申込書に所定
の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添
えてお申込み _lた ださます。

2お申込
卦 得砿彗僣杵定の事項を記入し、おひと倒こつき旅行代金の

20%以 上旅行代金までを添えてお申込みしヽただきます。お申込金は旅
行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。

3旅行代金に自まれているもの
パンフレットに明示された以下のものが含まれます。
(1)航 空運賃 料金。この運賃 料金には、運送機関の課す付加運賃 料金 (燃

油サーチャージ)は含まれています。く燃油サーチャージが増減または廃止さ
れた場合でも、旅行代金の増減はありません。〉特に明示されていない場合
はエコノミークラスを利用します。宿泊の料金、税、サービスな1金。
(2)お一人につきスーツケース等 1+回の受託手荷物運搬料金。(お一人20kg以
内hl原則ですが、クラス、方面によつて異

tJり
ます。また利用航空会社により預託

手荷物手数料が必要となる場合があります。詳しくは係員におたすねください。)

(3)添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記詰費用は、お客様のこ都合により、一部利用され

tJく
ても原則とし

て払戻しはいたしません。

4上記 3のほかは旅           そ
送迎観光食事の料金、             光、
記されているコースを除く。)、 超過手荷物t4金 クリーニング代、追加飲食費等個人的
性質の諸費用およびそれに伴う税サービス料、傷言疾病に関する医療費、渡航手続
関係話費用(旅券EP紙 代旅券証紙代、査証料、予防技種料金、渡航手続代行料金等)

希望者のみが参加されるオブショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金、日本国内外
の空港施設使用料、空港税出国税等(以下空港税等)およびこれに類する諸税。

5取消料
お申し込みの後、お客様のこ都合で旅行を取り消される場合には旅行代
金に対しておひとりにつき次の取消料をいたださます。
●旅行開始日がピーク時(4月 27日 ～5月 6日 、フ月20日～8月 31日、12月 20日

～1月 フ日)の 旅行であつて、旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて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%(但 し上限501000円 )

●旅行開始日の前日より起算してさかのぼつて30日 目にあたる日以降
15日 目に当る日まで

旅行代金が50万円以上             100,000円
旅行代金が30万円以上50万円未満       50,000円
旅行代金が 15万円以上30万円未満       301000円
旅行代金が 10万円以上 ]5万円未満       201000円
旅行代金が 10万円未満             旅行代金の20%
●旅行開始日の3日前～ 14日 前         旅行代金の20%
●旅行開始日の前々日及び前日         旅行代金の50070

●旅行開始日当日(旅行開始前)         旅行代金の50%
●旅行開始日当日の無連絡不参加又は旅行開始後の取消 旅行代金の 100%
●旅行開始後の解除 払戻し
お客様のこ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、一切の払戻しをいたしません。

6旅行内容・旅行代金の変更
当社は、天災地変、戦乱、―i動、運送宿泊桟関等の旅行サービス提供の中止など、その他
の当社の関与し得ない事由 また運送犠関tFl適 用運賃料金の大幅な改訂により、旅行内
容代金を変更する場合があります。尚お宮様の申し出により旅行内容の変更がある場合
は、別途必要経費をいただきます。又、運送宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異
rJる 場合お客様の都合で当利用人員が変更になつたときは、旅行代金を変更します。

7当社の責任
当社は当社または手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与
えたときは、損害を賠償いたします。

8お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被つたときは、当該お客様は損害
を賠償し・ Jけ ればなりません。また当社から提供さllる 情報を)舌用し、お客様
の権利 義務その他旅行契約の内容について理解するようこ努めなければな
りません。尚、旅イ子開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記
載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やめVこ当社、当社の

手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけll cFなりません。

9特別補償
当社は、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、
その身体、生命又は手荷物の上に被つた一定の損害につしヽて、あらかじめ
定める額の補償金及び見舞金を支払います。
10旅程保証
当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に
一定の率を乗じた額の変更補償金を支払しヽます。詳しくはホリデイ企画
旅行条件書でお確かめ下さい。その他の事項につしヽては、当社募集型企
画旅行約款、ホリデイ企画旅行条件書によります。
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(1   生について:渡航先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hitp〃 wwwヤ o「th go10/で こ確認ください。

(2)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J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
し込みの際に当社らより「海外危険情章融こ関する書画」をお渡しします。また、
「外務省海外安全ホームペーラJ httpノ/www anzen mof3 801p外務省領事
サービスセンター(海 外安全担当)①3-5501-8162で もこ確認ください。

(3)1回 人情報の取扱いについて !

イ 当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店J)は、旅行申込み
の際にこ提出llただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送 宿)自機関等の手B3

のために利用させていただくまか、必要な範囲内において当該情関等に提供いたします。
□ 当社、当社のグループ企業である株式会社KNTツーリスト等当社と

提携する企業および販売店が取り扱う商品、サービスに関する1青 報をお
客さまに提供させていただくことがあります。

八 上記のほめ`、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、
当社の店舗またはホームページでご確認ください。
■旅行条件 (抜粋 )基準日 この旅行条件 (抜 粋)の基準日は、2012年 2月
1日です。旅行代金は、2012年 2月 1日 現在有効なものとして公示され
ている航空運賃 適用規則を基準として算出しています。
■その他 旅行開始日に満2歳以上]2歳未満の方はこども旅行代金が適用されます。

ポ〕ド1黒 証舎員

翔勤稼尋物形ごおり済す～

ウイ,マ KNT  検索虫
CheCk

請求コード | ありません。 1常蜘 活茜品
)

旅行業務取扱管理者とは お客様の旅行を取lRう取引の責任者です。この旅行契約に関し、
旦当者わちの説明に[不明な点があれば 旅行業務取扱管理者にこ質問くださしヽ

受託販売:_
―飲  吊暑昌轡

受託販売は京成トラベルサーヒスとなります。

ン 経g   ff/_「夕  z
KNTグルーブ よ□連の友APを通じて国連活動を応援しています。 ホリデイのこ相談。お申し込みは下記の販売店をご利用下さい。

叱品1    移督会宵聖

京 ラペル


