
」4LfうqK㊥

早めの予約がおトク！
30日前までに予約完了なら、
1泊につき500円割引

2018〃411ト10131

①復路値は8日間まで延長OK！

eホテルは何日目のご利用でもOK！

eマ巾レがたまります！※嵩操縦籠蕊
※対象ホテルは一部ホテルとなり、左記マークが目印となります。
※宿泊日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただき、かつ同室のお客さま全員の航空機、宿泊などすべてのご予約が確定した場合のみとなります。

塑霞目日の前日から起算して30日前を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトクな内容の対象外となります。
【旅行会社の皆さまへ】宿泊日の前日から起算して30日前を過ぎてから予約される場合も、早決30対象ホテルの商品コートでご予約ください。
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お申し込みは出 �発日の前日から 

起算して7日前 �まで承ります。 
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矧関目 �ル白銅大 �i障 ���ホリデ窄イツ大阪難波 ��●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室 

●1－3名に1室 ����●1－3名に1室 �1名†室棚爆朋なし上村ワーの　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室 ���●回14：00／圃仕00　●回14：00／回目：00・〔図15：00低圧00・回14：00／囲仕00・⑲15：00個12：00 

・回15：00個12：00 ���●回14：00／田14：00 �灘識語㌫諜・回15：00／固持00 �●〔図15：00／回目：00 ��●JR京都駅より徒歩　●JR京都駅より車で　●JR京都駅より徒歩　●JR京都駅八乗□よ　●JR元町駅より徒歩細0分 
●地下靴高橋髄鞘□直結 ���●関西空港駅より �． ●同15・00／圃担00　●JR難波・地下鉄な　●地下鉄なんば駅より ���約2分　　　　　　　約5分　　　　　　　約1分　　　　　　　り徒歩約2分 

●除外日：9／2－13 ����徒歩約1分 ホテルニューオータニ大隈 �」型，Ii ●京阪中之島線渡辺んは駅直結 橋駅より徒歩約3分 �徒歩約7分 ��囲繭枇馴／UKY　団扇潮恥此剛ノノUKY　囲煎肺内・胸山／UKY　囲煎肺枇叡山ノ恢Y　圃神戸市内／UKB 

蕊∴ 30膏 シエラト �† ！ ∴峨 lW塙 トン琳テル大阪 ����（＼嘉‾蔀看音音音音SSS 睡醗脳溺曝測 �車 亀 患 � �路　び欄大滞リンス桐♭ 

●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　　内面に画したお部屋で市内の　01－3名に1室　　　e1－3名に1室 ��������●1・2名に1室　　　　●1－3名に1室　　　e1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室 

●回15：00／圃12：00　喫煙は1・2名 �����眺めは据し－たたけ雑ん　●⑲15：00／回12：00　●〔画14：00／匪帖00 ���・回15：00／田12：00　●回14：00／囲11：00・〔図15：00／圃12：00　●回1年00／6回12：00・⑲14：00周作00 

●近鉄上本町歌直結・匝〕14：0椀圃14：00 �����●回15：00／団12：00　●弧京醐よ嘱歩約2分　●JR京都駅より徒歩　●地下鉄四条駅より　●地下鉄国際会館駅　●JR元町駅より徒歩　●噸子駄り車で細粉　●弧大津駅よ姫翻0分 

：灘鶉醐：鰊諦1／6・除外日‥9佃0／13　約7分　　　徒歩約5分　　より徒歩約7分　約15分　・細評潮間9、・除外日：8／7、10／28 

囲その他大腰／OSZ　国難肺枇凱′／UKY　園繭市枇馴／UKY　囲京都醐掘山／UKY　囲蔚肺枇剛／UKY　園京輔規制！JKY　囲神戸市内／UKB　囲淡路／AWJ　囲琵琶湖／LBW 

園 �30 �011－ �i撃騨琵顛 �削胃姥脂登 � � �織：鮒嬬駕 

大阪　＿　　　　　i大阪 �大阪／ ��‾二‾」ii犬i畷　－　　　　　／大阪　駁 � ��� ����� � 

瑛胴辺＼一憑　離隔辺 駄「誌∴∴．∴∵ 書画囲閏話題議題 �‾頚髄 ＿3 「 �∴ ∴∴ �白日なんば＿、襲　桜ノ宮i饗掛∴匿塾夢 ∴請「：一言一．∴討　∴ ・∴∵1－∴ 韻闊窪頭弱醍i“躍圧 ���頭韻醍＿瀬 ∴∴∴∵∴ T測 潔 繊離瀬 3名に1室 �雷繁多／〝、・ 30 ��‾ヽ、ヽ 訪問 騙弟 亭藻 �《星＿ 司康 一3o l �惑 �「∴ ∴ ∴ 壷 �ゝ／／i三 言 言と1 ：－ 高言 �寒ミ＿ → 潤 認諾 �鳥展 観－！、盗醒 ＿一二三弼 藍国語謹話蕊 

畠 �i醐鵜緩舜 ��簸郷胴醗議題闘醒駆　　　　　　　－ ����衰 � � � � ����ー　＿部 

⑪1－3名に1室　　　㊥1－3名に1室　　　㊥1・2名に1室 ���⑱1・2名に1室　　　　㊤1－3名に1室　　　㊤1－3名に1室　　　1名1室 ��� �●1－3名に1室 ���91－3名に1室　　　㊤1－3名に1室 

㊤回14：00／画12：00㊨回15：00個12：00　喫煙iよ1－3名 eJR大阪駅より徒歩㊤JR大阪駅より徒歩㊤回15：00個 ���岨00謂縦縞鵜昔畢擬轟盤0思誤警盤？⑫諷 ���4：00／囲12：00 �●圃〕13：00／固12：00 ●地下鉄四条駅5番 ���㊥〔図13：00／圃仕00㊤〔垂〕15：00個12：00 e地下鉄京都市役所⑩地下鉄今出川駅よ 

約7分　　　約2分、地下鉄梅田⑪地下鉄中津駅 ㊦除外日：8／4　　駅より徒歩約1分　田駅より徒歩 ���・阪急梅①除外日：10／1－11／6可R桜ノ宮駅よ惟歩約扮 約3分　　　　　e除外日：6／12、6／27、7／25 �「言上∴∴∴∴「 ���出口より徒歩約3分 ���前駅直縛　　　　　　り徒歩約8分 

囲梅田／UMJ　囲梅田／UMJ　園梅田／ ���UMJ　囲，輔嬬・難波／NAM　園その他大阪／OSZ　園その他大阪／OSZ　田畑ベイエリア／08Y ���� ��� 

〇 一 軸 �l菓喜案漢IilSI宴 に記載してある場合を除き、宿 �������＠）＝温泉付きホテル　圏＝W由（無料）　　図二喫煙・禁煙選択可（喫煙・禁煙がお選びいただけます。ご予約時にお申し出ください） 立一一一　　　　　　　　　国＝喫煙可能です 

i l �細注 原則と ムま nIlES のご利 用の場 l○○ iim高島 ���常室・バス／トイレ付きとなり して1名／1室iよシンク iよツインルームまたは 2名／1室はツインl 用となります艦名以上 iまツイン＋エキス ベッド・スダッキング ドのいずれかとなります ���∵：∴∴≡∴「∴∴∴∴∴∵ 皿＝ア‾リ‾チェックイン時刻酢認星悠空㌍鵠龍。圏＝1名／1室珊用の場合、ツインの1室利用となります。誌灘諾 田＝レイトチェックアウト時刻 　たたけます‾予約時にお申し出くだ青い）　＼△せ斗★l 

i ���義 教 たは 竃種． ��諷よ請 ��〇・一義＋∴艦1， 

の 駆 � �利用 ま ＝． ���を単位として適 掘寄り駅からの j；ミi〃 ��軸します。 0所難問 �　　。－…、、」」C　図二1名／1室で」利用の場合、ダブルの1室利用となります。しロわくだcLo く函i空襲暮マークの付いたホテルの詳細はおもてなし一覧をご覧ください。おもてなしは特に注釈がないかぎl人お1人様1泊につき1回 

のご利用となります。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。 



マイステイ関西共通旅行行程表
●出発日／2018年4月1日～10月31日の毎日発

●最少催行人員／1名

●食事／1泊につき1朝食付き※朝食無料のホテルをお選びの場合は朝食なしとなります。

●設定出発地／宮崎・鹿児島・屋久島・種子島・奄美大島・喜鵜・回国
徳之島・沖永良部島・与論島

ゝ＝日本航空・日本エアコミューター利用
＊JALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる葛合があります。

四∃＝フリータイム（ご利用便によって旦ブリ「タイムがおとりできない場合があります。）

●旅行行程について　出発日より最長8日まで復路便の延長が可能です。
●宿泊施劃こついて　宿泊iま1泊一祭日まで、旅行期間内のいつでもご利用いただけます。設定ホテル以外のご宿

泊はお客さまご自身でご手配ください。2泊以上ご利用の場合、1泊ごとに異なるグループ・異なるホテル・異な
る部屋タイプの組み合わせが可能です。お選びいただくホテル・蔀屋タイプによってはホテル差額が必要となり
ます。ご利用便によっては朝食をお召し上がりいただけない場合があります。

●基本代金に含まれるもの　①旅行行程表に明示した往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・料金②宿泊
費（おもてなしを含む・ホテル差額は含まれません）③食事代（朝食無料のホテルをお選びの場合は含まれませ
ん）④消費税等諸税

●利用航空便／幕望便（乗り継ぎ便利用の場合、同日中に乗り継ぎ可能な便）
＊クラス」の設定はございません。

＊屋久島・奄美大島発は直行便、鹿児島乗り継ぎ便を組み合わせてご利用いただけます。＊種子島・喜界島・徳之

島・沖永良部・与論発は鹿児島乗り継ぎとなります。＊乗り継ぎ便をご利用の場合は、空港での乗り継ぎ時間が必
要となります。また、フライトによってはフライト差額が必要となります。
フライトスケジュールの変更に伴い厘毛・発副書刻が変更となる場合があります。最新の国内線時刻表でご確認
ください。

1ない特別禄寵慮、措置が必要となる可能

一括検索できます。

手堅本代釜lでご利用いた樹ずる航空便．
「ホ妄城塞頚」とは、お客さ泰がお選びし1

「∴∴（基本フライト　　→基本代金でご利用いただけます。

Cフライト　→往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額が必要となります。

＊l JAL2409便は8／1－10／2765分遅発

＊ZJAL2410便は8／1－31120分早発、9／1－10／27115

分早発

g繍申開語間国慌賜国語圏l謡非識語閲

＊3」AC3993便iよ6／29、7／2、8／9‾26のみ運航・8／9－26＊iUi夕空…器蒜箇tW31、10／lへ
160分遅発150分遅着

＊4JAC3994億は6／29、7／2、8／9－26のみ運航、8／9－26＊11JAC3784便iよ7／1－9／3045分遅発

145分遅発135分遅着

＊8　JAC3781優は8／1－31、10／1－2770分早発、9／1－

3075分早発
＊9　」AC3785便iま8／1－9／30150分遅発、10／1－27105分遅発

＊10JAC3780優は7／1－8／31、10／1－27205分早発、

●当日やむを得ない理由（天候など不可抗力、その他）によりご予約いただいた

便名および出発時刻が変更になった場合でも、フライト差額の払い戻しはご

＝≡三三‾「二二二三≡≡三三三三≒三三三三三二三

；諜護；籍：警霊；は　‾護鰐綴結籍蒜、7／16のみ運航＊17詮議讃籍航続」欝籠護擦緩詳淵湯鶉醸

華麗輩罰蒜　護鱗離籍
＊20」AC3992使、」AC3999厘は4／27・28、4／30、5／2．3、＊37JA〔⇒747便鱒／1二ゼ5、7／1－31運休、

4／26－5／680分早発、8／1－10／2755分早発
＊38JAC3755便はら／7－3140分早発、

7／1－3145分早発、8／9－2645分遅発

与／5・6のみ運航．
＊21JAC3734便は7／1－10／27連鯨
＊22JAC3738度は4／1－7／31運航、8／1－10／27は

JAL3738便にて運航
＊23JAL3725使は8／1－10／27運航
＊24JAC3729便は4／1－7／31運航与／7－3185分早発、

6／1－7／3150分早発、8／1－10／27はJAL3729便にて
95分早発105分早着

＊25JAL3731値は4／1－7／31のみ運航、

8／1－31は」AC3731便にて45分早発
＊26JAC3733便iお／7－6／30運航、7／1－10／27は

JAL3733便にて運航

＊39JAC3995便、JAC3996便iお／3、5／5・6、8／9－26の

み運航、8／9－26380分遅発
JAL∠45∪使iめ／／～31163分早発160分早着、6／1－＊40JAC3804便（お／7－3185分早発80分早着
10／27175分早発160分早着　　　　　　　　＊41JAC3808便はう／7－6／3040分遅発、7／ト3160分遅発

JAC2453便は5／7－3160分遅発75分遅着、6／1－＊42JAC3803何食5／7＿3180分早発－Ei／1＿10／770041星雲

＊44JAC2450便はう／7－31165分早発160分早着、6／1－＊40

剛瑚回血礁幽15：55。7創i＊45jX㌶宗論売方苦言蒜遅発75分遅着、6／1－＊42JAC3803便はら／7－3180分早発、6／1＿10／2790館発
＊14JAL2468便、JAL2469便（ま8／ト28のみ運航　　　　　10／2765分遅発75分達着　　　　　　　　＊43JAC380服くま5r7－6／305扮遅発40分遅着、7／1－3175分遅発

●上記運航スケジュールは2018年2月現在の4月の連続予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運休になる壕合があ。ますo最新のJALグループ醐線時刻表または旅行会社でご確認ください0　匝＝日本航空、JAC＝日本エアコミュニラヨ

臆1泊コース出発日カレンダー　　　拙発日に ����������������������より、基本代金が異なりますのでご注意ください。 

昏 �烏 �火 �水 �禾 �金 �董 �薗 �月 �暮 �＊ �木栓 ��割き悔 ���火 �水 �木 �金 �土 �日 �願 �火 �水 �水 �釜 �土 �白 �扇 �火 �水 �木 �叢 �建 �箆 �烏 

4月 �l A �2 Å �3 A �4 A �5 A �e A �7 苫 �8 Å �9 A �10 A �ll A �12 A �13 ／Å �14 ‾ど‾ �15 A �16 A �17 A �18 A �19 A �20 A �21 �22 Å �23 A �24 A �25 Å �26 H �27 K �28 K �29 円 �30 K � � � � � � � 

5月 � � �l H �2 K �3 �4 丁 �5 �6 1‾ �7 A �8 A �9 Å �10 A �11 A �12 �13 Å �14 A �15 A �16 A �17 粛 �18 A �19 C �20 A �21 A： �22 A �23 A �24 A �25 Å �26 �27 A �28 A �29 Å �30 A＼ �31 A � � � � 

6月 � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 A∴ �25 A �26 �27 �28 �29 �30 ‾Ci � � 
A �C �A �A �A �A �A �A �て‾ �A �A �A �A �A �A �こ �A �A �A �Å �A �A �C ���A �A �A �Å 

7月 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �＿7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �雌 �19 �20 �21 �22 �2i �24 �25 ‾G �26 �27 �28 �29 6 �30 6 �31 � � � � � � 
D � � �ー � � � � � � � � � � � � � � � �� � � ��� 

8月 � � � �l H �2 H �3 1 �4 1こi �5 li �e l �7 1‾ �8 i �9 K �10 �11 t �12 �13 K �14 K �15 �16 ‾r �17 �18 1‾ �19 1‾ �20 8 �21 8 �22 B �23 B �24 B �25 D �Ze B �27 A �28 A �29 A �30 A �31 A � � � 

9月 � � � � � � �1 ∴C �2 A �3 Å �4 A �5 A �e A �7 A �8 �9 A �10 A �ll A �12 穐 �13 盲 �14 1‾ �lS H �le H �17 ∴J �18 A �19 ∴Å �20 �21 ‾丁 �22 H �23 日 �24 」 �25 A �26 A �27 Å �28 A： �29 �30 A � 

10月 � �1 F �2 ‾F �3 ‾F �4 F �5 �ら �7 �8 �9 ＼F �10 F �11 下‾ �12 �13 �14 �15 了‾ �16 �17 �18 F‾ �19 F �20 �21 F �22 YF �23 下‾ �24 �25 �26 F �27 瞥 �28 下 �29 丁 �30 F／ �31 F � � � � � 
‾」 �i �J �l ����F �F �F �� � ��� 

■基本代金宮崎・鹿児島発／1名標（おとな・ことも同額）　　　　　　　　　　　単位：円
宿泊 日数 �囲 �基本代金 書幅均イブ �A �B �C �D �E／／ �F �G �H �1 �」 �K �「し 

1泊 �NH21口1A �3名11室 �26，300 �26，300 �27，800 �27，800 �28，300 �30，300 �31，300 �39，800 �42300 �45300 �50300 �60800 

ぢ白 �NH21□2A �3名11室 �31，500 �32，000 �32，000 �33，000 �33，800 �33，800 �35，800 �35，800 �44，000 �45，800 �51800 �63800 

3泊 �NH21□3A �3名Il室 �39，800 �40，300 �40，300 �41，300 �41，800 �41，800 �42．800 �42，800 �51，000 �52800 �59800 �71800 

園口内：宮崎、鹿児島発＝8、屋久島、種子島発＝9、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島発こら 

往路搭乗日 �右記以外 �9／14、9／21 �8／18・19 �8／15－17 9／17、9／24 

Aフフイト差額 �差額なし �差額なし �＋8，000 �＋14，500 

Bフライト差額 �差額なし �＋6，000 �＋8，000 �＋14，500 

i差額なしi　基本代金でご利用いただけるホテルです。

82・3泊コース共通出発日カレンダー拙発日により、基本代金が異なりますのでご注意ください。 

哲 �眉 �寒 �水 �木 �塗 �遵 �塵 �窟 �※ �水 �釆 �金 �葦 �自 �馬 �衰 �水 �木 �釜 �壷 �富 �烏 �火 �水 �米韓 ��土 �日 �月 �火 �荻 �木 �金 �土 �配 �烏 

4月 �1 D �2 �3 �4 �5 �6 モ �7 モ �8 �9 �10 �11 �12 ‾C �13 �14 �15 で �16 �17 �18 で“ �19 �20 盲 �21 �22 �23 �24 �25 H �26 K �27 �28 �29 �30 K � � � � � � � 
2 � � ���� � �‾l‾ 

5月 � � �1 �2 �3 K �4 K �5 K �6 ‾K �7 Å∴ �8 A �9 A �10 Å �11 日 �12 、D‾ �13 A �14 Å／ �15 Å＼ �16 Å �17 A �18 0 �19 D �20 A∴ �21 A �22 A �23 Å �24 A �25 ‾D �26 D �27 A �28 A＼ �29 ／Å �30 A �31 A � � � � 

6月 � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 A �29 D �30 D‾ � � 
D �D �A �A �A �A �A �D �D �Å �Å �A �A �A �‾D �D‾ �A �A �A �A �A �＼D‾ �‾D �A �A �A �Å 

7月 �1 �2 �3 �4 Å �5 A �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 9 �24 8 �25 �26 �27 �28 F �29 B �30 �31 � � � � � � 
A �Å �Å ���D �∴D∴ �Å �A �A �G � �“〃 �∴」 �G �K �B �B �B �‾F‾ � �B ���D �B �盲‾ ��� �G∴ 

8月 � � � �1 1） �2 汁 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 9 �21 8 �22 B �23 B �24 �25 丁 �26 A �27 A �28 Å �29 A �30 A �31 D � � � 
」 �‾J �丁 �］ �J �し �し �し �し � ���し �し � �‾J‾ �］ 

9月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �与 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 1 �23 日 �24 K �25 ＼Å �26 �27 A �28 D �29 D �30 � 
b �A �A �A �Å �／Å �D �D �Å＼ �A �Å �H �丁 �「 � �H �K �A �打 � �千 �����A 

10月 � �1 �2 �3 �4 �与 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 H �17 円 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 H �25 H �26 �27 H �28 日 �29 H �30 円 �31 � � � � � 
H �H �H �／i �十 �K �‾t（ �「 �‾H �H �H �H �H �H �H ���H‾ �H �H �H �H �H ���H �����H 

告発地基本差額 種子島莞／全期間＋11，500円 屋久島発／全期間＋12，000円 奄美大島発／右記期間以外は＋9，000円、B・D・F・G期間 喜界島・徳之島発／右記期間以外は＋11，500円、B・D・F・ 沖永良部島・与論島発／右記期間以外は＋15，500円、B・D �������������������代金（1名標） は＋14，000円 G期間は＋16，500円 ・F・G期間は＋23，000円、H～し期間は＋19，000円 

復路搭乗日 �右記以外 �7／13－15 �8／14－16 �4／28、4／30 
8／19 9／14－16、9／21－23 �9／17、9／24 10／6、10／8 �8／10 

Aフライト差額 �差額なし �＋3，500 �＋7，500 �＋13，000 

Bフライト差額 �差額なし �＋6，000 �＋11，000 �＋13，000 

グループ �a＼ �＼／〈　　一　一＼／　b ��● ��：∴ �� ��d �� �� �� �� 

∴ �全日 �4／15一一27 7／16－8／4 8／19－11／6 ��4／1〈－14 4／28・29 5／3－5 ��4／15一一27 7／16－8／4 8／19－11／6 ��4／1－14 4／28・29 5／3－5 ��全l日 ��全日 ��全日 ��全日 ��l 全日 i � �i �一一、－ �●　刷 �～ �‘　目i �－ �・前 �～ �i �～ �－－－ � � � �一°－ 

3名／1妻 �差額なし �＋1，500 �＋2，500 �＋2，000 �＋3，000 �＋2i500 �＋4000 �＋3500 �＋5000 �＋4000 �＋6500 �＋5000 �　削 ＋8500 �＋8500 �　別 ＋11500 �＋1200 �一休即日 �日一合 �土・体制日 ＋18．000 

2名／1室 �＋1，000 �＋3，500 �＋4，000 �＋3，000 �＋4，000 �＋4000 �＋5000 �＋4000 �＋6000 �＋5500 �＋8500 �＋6000 �＋9500 �＋10000 �＋13500 �，　0 �＋16，000 �＋15，000 

1名／1室 �＋ZiOOO �＋5，000 �＋5，500 �＋5，000 �＋6，000 �＋5，500 �＋6i500 �＋5i500 �＋7，000 �＋8iOOO �＋9，500 �＋9，000 �＋10．500 �＋12，000 �＋15i500 �＋13，000 ＋14i500 �＋18．000 ＋21．000 �＋18，500 ＋24，500 �＋28．000 ＋38，000 



．itゴio〃．“ �一覧 � 

．リーガ中之島イン �朝食券をカフェテラス利用券（1，180円分）として利用可 � �連泊のお客さまへレストラン利用券liOO0円分付き（滞在中1回） 

．奈良ロイヤルホテル � �一　三井ガーデンホテル京都三条 �女性のみあぶらとり紙サービス（滞在中1回） 

〇　二井ガーナンホテル大阪淀屋橋 �朝食券をPAYテレビ文はコンビニ金券として利用可（差額の返金はございません） �＿神戸ベイシェラトンホテル＆ 　タワーズ �シ工ラトンスクエア3階神戸六甲温泉「清泉」利用可 

女性のみアメニティグッズサービス（滞在中1回） 

女性のみレディースアメニティセットサービス（到着時1回） �京都タワーホテル �たわわちゃんあぶらとり紙サービス（滞在中1回） 

●　ホテルセントノーム東部 �ホテルオリジナルあliもとり紙サービス（滞在中1回） �：ホテル日航大阪 �朝食券を館内直営レストラン・バー・ラウンジにて3．300円金券扱い可（ただ し換金不可、お釣りはでません） 

PAYテレビ利用無料 

●　ホテルパールシティ神戸 �神戸ガーデンスパ入浴券サービス（滞在中1回） �：ホテルニューオータニ大阪 �駐車場無料サービス 

連泊のお客さまへ館内お土産利用券1，000円分付き（滞在中1回） �：びわ湖大連プリンスホテル �21－30階の部屋指定 

三井ガーデンホテル京都四条 �女性のみあぶらとり紙サービス（滞在中1回） �ヒルトン大阪 �客室内でのインターネット接続無料サービス （ログインしてから24時間以内） 

「ちょっぴりプレゼント（和雑貨）」（滞在中1回） 

JR（京橋→ユニバーサルシティ駅）の片道乗車券サービス（希望者のみ） � �ハルカス300（展望台）入場券付き（滞在中1回） 

＊対象となる座席数には限りがあり、お取りできない場合がございます。＊事前に座席指定ができない場合はご搭乗日当日空港にてお手続きください。
＊使用航空機の変更により、予告なしにご指定済みのお産席番号が変更・取り消しとなる場合がございますのでご了承ください。

JAL国内線囲憂さWi”F撫料！㊥著麓‰鯵 
「′’ 回JALなら機 �油川音容JH田園 �※JAL運航およびJTA運航 　部機材のみの設定と 

フライト中、亀 �無料で使えます蒜 �．脹頚． くは 

3600のパノラマ映像で日朝”胴 JALSKYNEXTを体験　詰。 

トこちらからアクセス！　　回 

書面血書薩 �港でのチェック �ワイン不要 �∃SSE重り各回続 �栗－ �◆詳しくは、 WWW。J �al。co。j �P／dom／boardin �g／toucha �ndg �ol 調脂種 �JALタッチ �童歌 �ーサービス」 

旅行案件（要約）お申し込みいただく前tこ、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。　　201712

回募集型企画旅行契約　この旅行は、株式会社ジャルパック（以下「当社」という）が旅行を企画して実施す
るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、

契約の内容・条件は、本パンフレット、旅行条件書、確定書面（旅程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契

約の部によります。

話旅行契約の申し込み・旅行契約成立（1）所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

輪結締金一‾－ ／（冶1人様子 � �10，000円未満 � � � � 

ー／持込蚤三三 ��3．000円 �6，000円 �12，000円 �18，000円 �旅行代金の20％ 

（2）当社および当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による

契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、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

日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。（3）契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受

理した時に成立するものとします。（4）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14日前まで

に全額お支払いいただきます。ただし、13目前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全額お支払い

いただきます。

国旅行代金　旅行代金臥特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満

の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適

用します。

菓添乗員添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必

要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行ってい

ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場

合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行っていただきます。

題取消料等　契約成立後、お客さまのご都合により契約を続除される場合は旅行代金に対してお1人様につ

き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と

同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参

加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1台／1室当たりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれい

ただきます。

a）類題前まで
澄（細田静ま蜜）

b）20日一8目前

漣約0自～8日茄）

e）続行開始日

当日げを除く）

0旅行開始後
または

無連絡不参加

※i取消料囚左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用

注）「日帰り旅行（ツアー）」に限り、a、bの取消料は（）内の期日とします。

利用関鱒題の前日から起算日でさかのぼって

b）3日－2日前

d）利用開始日

当日（eを除く）

e潮風開始後
または無連絡不参舶

※i取消料SH左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

＊上記表内の「旅行開始後」とはジャルパックデスクで「受付」を行なう場合は「受付」完了後。「受付」がない場合

は最初に航空機に発乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時となります。
＊お客さまのご都合により旅行開始日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解

除とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の6日前以降の変更はできません。
＊各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。

＊オプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。

聞旅行条件・旅行代金の基準期日　この旅行条件は、2018年2月1日を基準としています。また旅行代金
は、2018年2月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

闇ご注意（1）お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の貢に帰

すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の

払い戻しもできません。（3）悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく

なった場合、当該旅行サービスに対する取消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、

代替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。

聞個人情報の取り扱いについて　下記受託販売欄に記載の受託旅行業者等および当社は、申込書に

記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用するほか、旅行において運送・宿泊機関
等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続きに必要な範囲内で利用
します。＊そのほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については「旅行条件書」および当社ホームページ

（http／／WNVWJaLcoJP／tours／f00ter／PriVaCy・htmL）をご参照ください。

コース内容や空席状況のことなどお気軽にご相談ください。

050宴3155萱3333嵩諾誓書
＊旅行会社の方は、ジャルパック国内ツアーデスクへお問い合わせください。

（電話番言は「JALSalesWeb」にご案内しております。）

i旅行企画・真司

株式会社ジャルパック
観光庁長官登録旅行業第705号

〒140－8658東京都品川区東品川2－4－11野村不動産天王洲ビル

㊤昔轟禦聾会堕麿整器 蓋露藁講書

毒諸悪拶図
21001162（00

34110058 軽輩鞠Ai
発行日：2018年2月2日1802／MR　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。

◆お問い合わせ・お申し込みは
〈受託販売〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱 �う営 こ関 一、遠 
業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約 
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、 
慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください 


