
スケジュール・宿泊地

観光〈0入場観光 (:)車窓観光 ☆下車観光〉
移動く)航空機 咄バス〉

国 □ 医 雛糠ξ鵬 吾覧∝&⇒

匝
)    圏バイカレ

～
″

多くの芸術家を輩した古き街並みに古城が静力ヽこ件みます。
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クリスマス市のもうひとつの楽しみ、屋台めぐりをしながら各自にてこ昼食をお取りください
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【午前】性岡 ■ドンベルク市内観光(Ⅲ

"詢☆世界遺産の街を散策します

12/21出 発はヴュルツブルクのクリスマス市が終了しているため、 策にご案内します。

辱藝要コ困璽劉――――――f悧案署鼎千――――――一)「落1機内嚢

食事/朝3回 昼 1回 夕0回 (夕食プランは夕1回 )(朝食はアメリカンブレックファストまたはブッフェとなります。)

最少催行人員//15名様より催行します。
添乗員/成田空港出発時から成田空港到着時まで同行しお世話します。
利用ホテル/Aグレード(17・ 18ページのホテルグレードー覧をご覧ください) 利用航空会社/日本航空

※移動や観光は他のホリデイツアーのお客様とご一緒になる場合がございます。
クリスマス市開催期間は8月 1日現在の予定のため、現地事情等で変更となる場合があります。
1・2日 ロ ハイデルベルク泊はマンハイム、ホッケンハイム、ヒルシュベルク、ウァインハイム、ルードウィスハーフェン宿泊に、ミュンヘン泊

はフェルドキルフェン、ハール、ウンターハッヒンク、ドルナッハ宿泊になる場合があります。

●成田発/出発日・旅行代金 (ぉとな。こどもお1人様・2名 1室禾帽 単位:円 )

※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別途必要とな
'ノ

ます。

:人部屋違加
～
金|‐ ||■ ||■■|1                                  20,000

おとな。こども同額 )

1幼児旅行代金(2歳未満)30,000(ビジネスクラス95,000)1熔油サ■チ■■ジ1上記旅行代金に含まれております.    _J
成田空港施設使用料 おとな2,040円、こども1,020円 (幼児不要)

成田輩港旅客保安サ■ビス料 500円 (お とな。こども同額)幼児不要

澤外窯潜諸税11■||||||■ |■ 8,030円 (おとな。こども同額)幼児不要
旅行代金お支払い時に別途販売店へお支払いください。海外空港諸税は保安税638ユーロ、旅客サービス料3018ユ ーロ、航空輸
送税4218ユ ーロを1ユ ーロ=10181円 にて換算してぃます。

旅行代金お支払い時に別途販売店へお支払いください。

お問い合わせコース番号 (H型 =00) ホテル選 択 フライト〕巽潮マ OP選択

510‥4705
01-98鯵 須人力)

0201=2日 ロタ食プラン(追加代金5,000円 )

0202=L■rl‖絶 2日 ロタ食プラン(追加代金不要)

02-03=2日 ロタ食なし

当コースは成田発.大 阪発 名古屋発の共同催行コースです 集客人員は1オ ブション照会・予約」画面にて、利用日は出発日OPコート504705
を入力の上、売数にてこ確認ください このOPコードは合計の販売人員をご確認する為のものです 残数と一致しませんのでご注意ください、

1出発日 エコノミ■クラ|ス

●旅行代金|

ビジネスクラス
|‐ 1旅行代金■

12/1(土 )04(火 )09(日 )・ 10(月 )・ 11(火 )・ 17(月 )・

18(火 )021(金 )

144,800
428,800

11/29(木 )、 12/6(木 )07(金 )・8(土 )・ 12(水 )・

12/15(土 )016(日 )・ 19(水)020(木 )

149,800

奉■エンシユバンガウ

ノイシュバン
シユタイン城

バイエルンの若き国王ルー

ドヴィッヒ2世が莫大な費用
をつぎ込んで建築した幻想
的な白亜の城。



「
―
―

●当バンフレントのコースは他のホリデイ商品と同一行動となる場合
があります (添乗員は1名 で両コースのお客様のお世話をする場
合があります )

●各都市のクリスマス市の開催日は、2012年 8月 1日現在の予定の
ため、現地事1青 により変更となる場合もあります それにより行程
の入れ替えやクリスマス市にご案内できない場合もこさいますので
予めご了承ください.

艤航空機、列車などの公共交通機関の発着時刻は、2012年 8月
1日 現在の予定のため変更となる場合があります。

艤ホテルやレストランの都合により食事場所、内容が変更となる場
合があ|り ます。バンフレント上にレストラン名の記載のあるレストラン
が臨時休業や貸切等の場合は別のレストランにご案内させていた
だきます。なお、その際メニューも変更となる場合があります。

は各地の寺院、教会では、日曜日や祝祭日また宗教的な行事がある
日は入場できない場合があります。また、寺院や教会の見学の際、
半ズボンやミニスカート、タンクトップ等の露出が多い服装では入
場できない場合があります。

●2・ 6名 様出発保証の出発日は、出発の60日 前までにお客様の予
約が全くない場合は、催行を中止させてぃただきます.

鰺入場観光地は、混雑や入場制限のため、長時間お並びいただく
場合やグループが分かれて入場見学する場合があります。また観
光日程、順序を変更してご案内する場合がございます。

鰺日曜日や現地の祝祭日は、一般的に商店などの店舗は休業となり
ますのでションピングはできません。

警早朝出発の場合はコンチネンタルブレックファスト(パンとコーヒー
のみの朝食)やボックスブレンクフアスト(お弁当)になる場合があり
ます。

漑決定航空使は、日本出発前にお渡しする最終旅行日程表でお知
らせします。

け航空会社名を明示しているコースの場合、その航空会社のご利用
区間は原則として日本発着の国際線、成田～ヨーロンパ最初の至1

着地と、ヨーロンパの最終出発地～成田の往復のみとなり、ヨー
ロッパ内区間は対象となりません。

鰺各コースの日程表中に記載の航空機の発着時刻は、あくまでも目
安のため、現地事情により変更となる場合があります。

はエコノミークラス席 (Yクラス席)ご利用のお客様の場合、窓倶1/通
路猥1のご希望は事前にお伺いいたしかねます。またグループ、カノ
ブルでのご参加の場合も隣合わせにならない場合もございます。

艤全席禁煙となります。
蝙コードシェア便を利用する場合表示された航空会社以外の機材、
乗務員となる場合があります。

ビジネスクラス(Cクラス)。

ブレミアムエコノミー(YP)席をこ利用の方ヘ

饂Cクラス・YPク ラス席をご利用いただける区間は、原則として成田
空港～ヨーロンパの最初の到着地と、ヨーロッパの最終出発地～

成田空港の往復のみとなり、ヨーロッパ内、日本国内はYクラス席
(エコノミークラス席)となります。なお、現地での旅行サービス内容

(バス、ホテル、食事等)は、航空座席クラスにかかわらず、同一とな
ります。

檬お申込み後の手配となり、ご希望に沿えない場合がございます。そ
の場合、基本日程のエコノミークラス席にてご参加いただきます。
ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス席をお取りできず、コース

自体を取り消される場合、当社旅行条件書の旅行代金の取消料
規定に準じますのでご注意ください。

艤YPク ラス席リクエストをお受けできるコース、区間には制限がござ
います。詳しくは各コースページをご覧ください。

檬Cクラス・YPクラス席の予約結果のご連絡はご出発 lヵ 月前頃に
なる場合があ

'り

ます。また、ツアー本体とは別の便となり、添乗員が
お世話できない場合もありますのでご了77tく ださい。Cクラス・YPク
ラス席が満席によりご利用できない場合もあります。

畿ご予約完了後の変更は原則としてお受けできません。
警窓側席などのご希望は、予約時に承|り ますがご希望にそえない場
合もあ

'り

ます。
艤原則として、各航空会社が独自に行なうサービスやキャンペーンは
適用されません。あらかじめご了承ください。

畿日本航空のCクラス航空運賃は特別運賃 (」ALビジネスセーバー)

を適用する場合があります。

雛
ペアシートをこ利用の方ヘ

(乙ξ〕摯」′,軍rr壁ブランお申込みの方へ)

機2名様単位でのご参加に限ります。
朦ペアシートは日本発着国際線往復便で並びの席をご用意します。
「窓側から並んだ席」「通路側から並んだ席」「機体後部の2人
席」等、場所を指定したり、2名掛け専用シートをご用意するもので
はありません。

な4名様の場合には2名 並びの席を2組ご用意いたしますが、2組の
席は離れる場合がございます。日本国内線区間及びヨーロンパ内
移動区間は対象外とな

'り

ます。
警最終日程表でご案内している集合時間までにご集合いただけない
場合、ペアシートをご用意できない場合があ

'り

ます。返金はありませ
んので予めご了承ください。

・BI・機内サービスは、通常のエコノミークラスと同じです。
攀ご予約完了後の変更は原則としてお受けできません。取消再予約
が必要です。この場合は所定の取消料の対象となります。なお、当
社ならびに航空会社の都合で、万-2名並び席がご用意できなか
った場合は、お1人様片道につき7,000円 返金いたします。

=■
ヨーロッパのホテル事情 こ利用予定ホテル
醸ヨーロッパのホテルは、他地域に比べ部屋が狭いところが多く、ク
ラシックなヨーロピアンスタイルと近代的なアメリカンスタイルがあ
ります。ヨーロピアンスタイルのホテルでは、ヨーロッパらしい伝統と
雰囲気がある一方、部屋ごとに広さや調度品が異なったり、古い
建築のため部屋の設備が老朽化しており、お湯が出にくかったり、
トイレ、風呂の排水が遅いなど設備面で機能的でない場合があり
ます。アメリカンスタイルのホテルは建物も比較的新しく、機能的に
作られていますので部屋による差異も少なく、ご利用いただきやす
い反面、ヨーロンパらしい雰囲気に欠けることもあります。また市中
心に高層ビルの建てられない場合が多いため、多少離れた場所に
なる場合があ

'り

ます。また、両スタイル共にホテルグレードに関係な
くシャワーのみのお部屋となる場合があ

'り

ます。
ほホテルのチェックインは「午後」、チェンクアウトは「午前」とな

'り

ま
す。帰国日現地発「夕刻」などの場合もホテルのチェンクアウトは
「午前Jとなります。

晰ヨ~ロ ンパのホテルでは、歯ブラシ、ひげ弟」り、スリンパ、パジヤマ等
の備品はあ

'り

ません。日本からご持参ください。

艤各コースベージに利用ホテルのグレードを明記しています。ホテル
グレードは1718ペ ージのホテルグレードー覧をご覧ください。

艤ホテルは原貝」として2人部屋(基本プラン)を使用します。2人部屋
には、ベッドが2台の「ツインベッド」の他に、2つのベッドマットが離
れていない「ジャーマンベッド」や「ダブルベッドとソファーベッドJな
ど2つのベッドのサイズや種類が異なる場合があります。

お 1人または奇数人数でこ参カロの方ヘ

羅相部屋はお受けできませんので、お一人の参加の場合は1人部屋
追加代金が必要となります。「シングルルーム」は、「ツインルーム」
に比べ手狭になる場合があ|り ます。

3名様で 1部屋をむ利用希望の方ヘ

警ホテルによって3人部屋がご用意できない場合がありますので、原
則としてお受けできません。ただし、下記の( )内の事項をご了77K

いただける場合は、ツアーお申し込み時に、3人部屋ご希望の旨を
販売店にお申し出ください。

は1鰺鶉輯餞躙〕
が、簡易ベッドの搬入は夜遅くなることが一般的です。また、3人部
屋は通常2名様でご利用いただくお部屋に3名様でご宿泊いただ
きますのでかな。り手狭になります。

グループまたはこ家族でご参カロの方ヘ

やグループ、ご家族参加で2部屋以上をご利用になる場合、ホテル
側の事情により、お隣りまたは、近くのお部屋をご用意できない場
合があります。

総旅行代金には、各コースごとの日程表に明示した食事の料金、税
金、サービス料が含まれています。但し、お客様が個人的に注文さ
れた飲み物や追加料理代金はお客様のご負担となります。

鰺各コースのベージに言己載してあるメニューは、レストランやホテフレの

都合により変更となる場合があ|り ます。
鶉夕食がご宿泊ホテルのレストランとなっている場合でも、ホテル以
外のレストランを利用することがあります。

警現地事情により牛肉料理は他の肉料理や魚料理などに料理内

容を変更させていただく場合があ
'り

ます。
醸朝食はアメリカンブレックファストまたはブッフェをご用意します。一

部国・地域によってはビュンフエでも温かい料理 (卵 、ソーセージな
ど)の用意がない場合があ

'り

ます。

市内観光や送迎について

癬市内観光の訪間先、特に美術館、博物館などの施設の休館、そ
の他現地事情や天候などにより、観光箇所や順序の変更または
実施日が変更になる場合があります。それにより自由行動時間な
ども変更となる場合があ

'り

ますので予めご了承ください。
鬱観光および空港/ホテル間の送迎バスはホリデイ以外の他のツ

アーのお客様と同一のバスとなる場合もあります。
鰺コース表に市内観光の際の訪問順序、観光時間、発着時間を目
安として表記してあります。現地事情により変更となる場合があり
ますので予めご了承ください。

驀コース表に「土産店」と記載していない場合でも免税店等にご案
内することがあります。また「土産店」と記載してある場合でも現地

薯情によりご案内できない場合があ
'り

ます。
畿一般商品店は、日曜日・祝祭日は休みとなります。また購入の際は、
お客様ご自身の責任でご購入ください。当社ではご購入品の交換
や返品等のトラブルが発生した場合、責任を負いかねます。

鍮美術館等においては、貸し出し等の事由でご覧いただけない絵画
等がある場合がございます。

各種プラン・追カロ手酉酬こついて その他旅行代金について

は旅行代金の年齢基準は、旅行出発当日を基準としています。
攀こども旅行代金は、満2歳以上12歳未満の方に適用となります。
艤幼児旅行代金は2歳未満の方に適用され、航空機の座席及びホ
テルのベッド、食事は含まれません。航空座席を使用する場合は、
こども旅行代金の適用となります。

艤航空機のビジネスクラスなどの上位クラスご利用旅行代金または
追加代金も旅行代金の一部として取り扱います。

添乗員について

鰺自由行動日に添乗員がお客様をご案内する場合、それにかかる費
用はお客様負担とな

'り

ます。また、現地事情、その他緊急に対応し
なければならない事情が発生した場合、一緒にご案内または同宿
することが出来なくなることがありますので、予めご了承ください。

畿お客様が本体便と同一便のビジネスクラス(Cクラス)ま たはプレミ
アムエコノミー席にならない場合、添乗員は原貝」として、本体便に搭
乗するため、現地至1着 日から現地出発日のみのサービスとなります。

ボーターについて

饉ポータレンジは旅行代金に含まれておりません。空港やホテルでの
荷物の移動はお客様自身で行っていただきます。ポーターをご利
用になる場合には、お客様自身でポーター料をお渡しください。

驀「航空座席の上位クラス利用」「アップクレードプラン」「延泊プラ
ン」「観光・お食事プランJなどは当社が旅行・企画するプランで
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
の募集型旅行企画として実施します。

警お申し込み後のお取
'り

消しは、お取り消し時期により所定の取消
料が必要となります。各種プランは基本コースと合わせてお申し込
みいただくプランであるため、基本コースの出発日を基準に取消料
が発生します。プランのみの変更、お取|り 消しの場合も、基本コー
スを含めた旅行代金の合計金額に対する取消料を上限として取
消料が発生します。

機お客様のご希望により、パンフレントに表示された以外の延泊や現
地係員、車やレストランなどの各種の追加手配をお受けすることが
ありますが、この場合の旅行契約形態はお客様と取扱いの販売
店との間の受注型企画旅行約款になり、ホリデイは取扱いの販
売店の手配代行者にな|り ます。当該手配の手数料については取
扱いの販売店所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。

機追加手配は可能な限りお受けしますが、現地の事情によりお受け
できないことがあ

'り

ます。それを理由に取り消しをされる場合でもホ
リデイ本体ツアーの取消料はかかります。

警以下のとお
'り

時間帯の目安を日程表に記載しています。時間帯はホ
テルの出発時刻ではなく、交通機関の出発時刻を表示しています。

早朝 1 朝 1午前 1 昼 1午後 |夕亥」1 夜 1深夜
04:00 06:00 08:00 11:00 13:00 16:00 18:00 23:00 04:00

警運輸機関の遅延、経路変更、スケジュール変更により旅行日程の
変更、目的地滞在時間の短縮及び観光箇所の変更、肖u除が生じ
る場合もあ|り ます。このような場合の責任は負いかねますが当初の
日程の趣旨にかなう旅行サービスがお受けになれるように手配努
力いたします。

機食事マークの説明

団 =朝食 回=昼食 口 =夕食 コ=機内食 □=食事なし

パスポートの残存有効期間は、
入国時に、3ヶ月+滞在日数が必要です。

，
こ



ホリデイ「ヨーロッパクリスマス」 明会のご案内停締峰料)

ホリデイ「ヨーロッパ クリスマス」にこ参加をこ希望、

又はこ検討されているお客様を対象に、コース内容・

特徴。見どころ等を、現地の気候・準備・持ち物等につ

いてのアドバイスを交え、現地手配会社担当者若しく

は現地情報に詳しい添乗員がこ説明致します。

なお、会場の都合上事前予約が必要となりますので

お近くの「ホリデイツアー」取扱旅行会社を通じてお

申込み下さいます様お願い申し上げます。

スケジユール

旅行説

~鶴 ~~~ ~1

継お近くの「ホリデイツアー」取扱の

旅行会社にて承ります。

華満席になり次第、お申込みを締切ら
せていただきます。

黎詳細については、各開催日の5日

前迄にご案内致します。

販売店の方ヘ

説明会の予約は業務種別「国内ツアー

商品検索」で予約操作して下さい。
入力条件・ご出発日=セミナー開催日・

ご旅行日数=1日 壼菱

Ho日iday 力醸ム塩ジ馨センパ■ン・
DREttEC
マルチボット

…
理製奥聾体組成計

健康管理もバッチリ!体重・体脂肪率
はもちろん、内臓脂肪レベルや筋肉

量、推定骨量までチェックできます。

DREttEC
ミニフラットIH調理器
コンパクトでお手入れも簡単!火を

使わずに調理ができるクッキング

新生活を応援する、あつたら"うれしい"アイテムをプレゼント!

3つの中からお好きなアイテムを1組に1つ差し上|ずます。

対象者 ハネムーンのご旅行で、おふたりの旅行本体の代金の

合計が40万円以上のホリデイ商品をご成約いただいた
お客様、全組。(海外ウエディング商品も含まれます。)

応募期間 旅行参加後、lヶ月以内(当 日消印有効)

応募方法 ご出発前にお渡しする最終日程表に同封する応募用
ハガキに必要事項を記入の上、応募してください。
(応募詳細はハガキにて確認ください。)

1台3役 (煮る。焼く・蒸す)で
大活躍!テーブルの上で調理

できる電気グリル鍋です。 宝 i』]…妻攀鉾響=了
‐*写真は一例で、色やかたちなどは若干異なる場合があります。

宝漱 、
｀
εこ建顧おIIん建

す。なお、労働基準法の定めからも勤務中一定の休暇時間を適宣取得させることが必要ですので、お客様各位のご理

致ヽします。

1旅行 のお申込
近畿日本ツーリスト(株)(以下「当社」といいます。)所定の申込書に所定
の事Ill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
えてお申込みいただきます。

2お申込金 (おひとり)

当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりこつき旅行代金の
20%以上旅行代金までを添えてお申込みいただきます。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旅行代金に含まれているもの
バンフレットこ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。(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、サービス料金。
(2)お 一人につきスーツケース等11固の受託手荷物運搬料金。(お一人20k8以
内が原則です・」クラス、方面によつて異なります。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。詳しくま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
上記諸費用は、お客様のこ都合により、一部利用されなくても原則とし
て払戻しましヽたしません。

4上記3のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
送迎観光食事の料金 税サービス料金(但 し、送迎、観光、食事等含んでしることを表
記されているコースを除く。)、 超過手荷物14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、傷害疾病に関する医療費、渡rl手 続
関係諸費用(旅券印llT代 旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)、

希望者のみが参力Дされるオブショナルツアー(別途14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きます。
●旅行開始日がビーク時(4月 27日～5月 6日 、7月 20日～8月 31日、12月 20日

～1月 7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って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100o(但し上限50,000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 0oO円
旅行代金が30万 円以上50万 円未満       50000円
旅行代金tJN1 5万 円以上30万 円未満       30000円
旅行代金が 10万円以上 15万円未満       20000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50%
●旅行開始日当日(旅行開始前)         旅行代金の500o
●旅行開始日当日の無連絡不参力]又 は旅行開始後の取消 旅行代金の 1000o
●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、一切の払戻しをしヽたしません。

6旅行内容・旅行代金の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機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 また運送機関の適用運賃料金の大幅な改言1により、旅行内
容代金を変更する場合があります。尚お客様の申し出により旅行内容の変更がある場合
よ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
な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。

フ当社の責任

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ったときは、当該お客様は損害
を賠償しなければなりません。また当社から提供される情報を活用し お客様
の権利義務その他旅行契約の内容につしヽで理解するようこ努めなければな
りません。尚、旅行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言哉したときは、旅行地において速や力ヽこ当社、当社の

塁僣 裂鴨 様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事測 こよ頃

その身体、生命又は手荷物の上に被つた一定の損害について、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しヽ。 その他の事項については、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。

11その他
(1)保健衛生について: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Jホ ームページ htto7ノwww fo「 th gOlp/で 醍 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 よつては「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しヽる場合があります。お申

し込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面Jを お渡しします。また、
「外務省海外安全ホームページJ http′ ノwww anzen mofa golp外務省領事

サービスセンター (海外安全担当)03-5501-8162で もこ確認くださしヽ。

(3)個 人情報の取扱しヽ こついて :

イ 当社およびこ旅行をお申込しヽただした受託旅行業者(以下「販売店」)は 、旅行申込み

の際にこ提出いただしヽ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llc

のために利用させてしヽただくはか、必要な範囲内において当該機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、サービスに関する情報をお

客さまに提供させていただくことがあります。

八 上記のほか、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 よホームページでこ確認ください。

■旅行条件 (抜粋)基準日 この旅行条件 (抜 粋)の基準日は、2012年 8月
1日 です。旅行代金は、2012年 8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12歳未満の方はこども旅行代金が適用されます。

鞣 鰺 飢 ノ ロ 言hッ_リス 蹴 式会社

KNTグループは国連の友APを通し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こ利用下さい。

受託販売 :

@ボ ⊃ド1黒 証舎員

ておりますヽ

棚 きll鼈 |::i為 http:/柵

Л ヾ
「

湾日栗日本
写]最 ‖ 二1888

040012081280(0815)
(アドバンス/大日本)(070)

旅行業務取扱管理者とは
担当者からの説明にこ不明な点があllば 旅行業務取扱管理者にこ質問くださしヽ

む鳴tl「〉聰暢鯰T詈


