
日本からはまだ直行便がなく、通常は
乗継ぎで約8時間以上かかるところを…
チャーター直行便なら
 往路  約５時間５５分！
 復路  約５時間４０分！

関空

フーコック島

ベストシーズンの常夏
のベトナムリゾートへ
ひとっ飛び！

注目度UP! ベトナム最新リゾート

うれしいポイント
最終日のホテルは
ゆったり出発までご利用OK！
ビーチフロントに立地する
人気のホテルをラインナップ！

ベトナム航空 チャーター直行便で行く！

フーコック島フーコック島5日5日

特 企特 企別 画別 画
ゴールデンウィークゴールデンウィーク

旅行代金／ベトナム航空チャーター直行便で行く！フーコック島5日／ソル ビーチハウス フーコック／
基本プラン／エコノミークラス席／2名1室利用／大人お１人様
旅行代金／ベトナム航空チャーター直行便で行く！フーコック島5日／ソル ビーチハウス フーコック／
基本プラン／エコノミークラス席／2名1室利用／大人お１人様189,900円189,900円189,900円189,900円 燃油サーチャージ込み！国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・
国際観光旅客税及び現地空港諸税は別途必要です。
国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・
国際観光旅客税及び現地空港諸税は別途必要です。

※航空会社による関係国政府の
　許認可の取得等を条件とします。
※航空会社による関係国政府の
　許認可の取得等を条件とします。

関空発
44 2727（土）（土）

午
前
出
発

5/1（水）朝帰着5/1（水）朝帰着

インターコンチネンタル・フーコック・ロングビーチリゾート／イメージ
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※上記フライトスケジュールは2018年12月20日時点のチャーター便の予定です。確定時刻は出発
　前にお渡しする最終日程表でご確認ください。
注：ベトナム出国後30日以内に再度ベトナムに入国する場合は査証が必要となります。

販売店の方へ 左記情報を必ず入力ください。お客様のパスポート番号、有効期限、生年月日を予約時に必ずお知らせください。

出発日 2019年4月27日出発
ベトナム航空チャーター便
（航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします。）

同行しません。日本語を話す現地係員がお世話します。
1名（お１人様でご参加の場合、1人部屋追加代金が必要です。）

　   　 　プラン 朝3回、昼0回、夕0回
※　 　 プランは夕1回、　  プランは昼1回がそれぞれ上記に追加となります。

P2をご覧ください。※インターコンチネンタル・フーコック・ロングビーチリゾート、
ノボテル・フーコック・リゾートは3名1室でのご利用はできません。

パスポート残存有効期間
不要注

現地出国時6ヶ月以上
査証

パスポート・査証
（日本国籍の方）（裏表紙参照）

【お申込みの前に「ご案内とご注意」、「ご旅行条件」（裏表紙）を必ずお読みください】 

利用航空会社
［日本発着時］

添乗員

利用ホテル

最少催行人数
食　事

（機内食除く） C D E
A B F

各プランの予約方については裏表紙参照販売店の方へ

大人 約2,520円、子供 約1,270円現地空港税目安額

おすすめ観光プランをご用意！

照会・予約（裏表紙参照）／●素 ：アクティビティ ●詳 ：観光・ショッピング販売店の方へ

日本申込・日本払い限定 ※ご出発の21日前までにお申込みください。最少催行人員 ： 各プラン2名

【プラン共通のご案内とご注意】※取消（変更）料については、裏表紙の「ご案内とご注意」をご参照くだ
さい。 ※所要時間についてはご宿泊ホテルにより異なります。また現地事情により変更が生じる場合が
あります。 ※レストランの都合により同等クラスのレストランへご案内する場合があります。 ※上記は目安
時間となり、ホテルにより発着時間が異なります。現地でご案内します。

ビンパールランド＆サファリ1日観光
■食事：なし　■所要時間 ： 08：30～16：30

追加代金（お1人様/大人・子供同額）： 9,900円

B

ビンパールランドは遊園地、水族館、スライダーがいっぱいのウォーターパーク、屋内ゲー
ムセンターなどファミリーで楽しめるアトラクションがいっぱい。また、動物園&サファリパー
クの2つのエリアからなるビンパールサファリも隣接し、1日中遊べます。
（往復送迎と入場券付き。園内はフリータイム。）

インターコンチネンタルで夕食と
スカイバーで1ドリンクプラン

■食事：夕食付き ■所要時間 ： 16：00～20：30

追加代金（お1人様/大人・子供同額）： 13,600円

C

ロングビーチにあるインターコンチネンタル内
「ソラウミ」レストランでベトナム料理の夕食
後、スカイタワー最上階にあるオーシャン
ビューの「スカイバー」で1ドリンク付きです。

ロックアイランドクラブでの
夕日観賞＆夕食＆
ナイトマーケット

■食事：夕食付き
■所要時間 ： 15：30～21：30

追加代金（お1人様/大人・子供同額）： 12,100円

D

ナムギーフーコックリゾートの「ロックアイランド
クラブ」で夕日観賞（1ドリンク付き）後、「ツリー
ハウス」レストランでベトナム料理の夕食。ナイ
トマーケットにもご案内します。

フォトジェニック
プラン

■食事：昼食付き
■所要時間 ： 09：00～15：00

追加代金（お1人様/大人・子供同額）： 11,400円

E
フーコック島南端～ホントム島までの全長約
7,899.9mの世界最長の海上ロープウェイ（片
道25～30分×往復）を体験後、ホーコック寺
（入場観光）、眺めのよい
高台のお洒落なカフェで
ランチの後、人気のサオ
ビーチへ。（サオビーチで
ブランコ体験もできます。）

ゴルフプラン
■食事：なし 追加代金（お1人様/大人・子供同額）： 23,500円

F

※代金に送迎、カート、チップ、飲食代、クラブ/シューズレンタル代などは含まれておりません。レンタルクラ
ブ及びシューズご希望の場合は現地でお申込みください。スパイクシューズはご使用いただけません。※他
の方と一緒になる場合があります。※ゴルフ場へはご自身でタクシー等で移動ください（お客様負担）。

代金に含まれるもの ：
キャディフィー、グリーンフィー

ウォーターパーク／イメージウォーターパーク／イメージ

スカイバー／イメージスカイバー／イメージ

ロックアイランドクラブ／イメージロックアイランドクラブ／イメージ

カフェ／イメージカフェ／イメージ

世界最長の
海上ロープウェイと
サオビーチ見学

※延泊プラン、トリプル割引の設定はありません。
国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税及び現地空港諸税
は別途必要です。（裏表紙参照）

■旅行代金（基本プラン／エコノミークラス席／2名1室利用／大人お1人様） 単位：円

4月27日出発 ベトナム航空チャーター直行便で行く!
フーコック島５日

ホテル

ソル ビーチハウス
フーコック

デュシット・プリンセス・
ムーンライズ ビーチリゾート

ノボテル・フーコック・リゾート

シェルズ リゾート＆スパ
フーコック

サリンダ リゾート
フーコック

インターコンチネンタル・
フーコック・
ロングビーチリゾート

JWマリオット・フーコック・
エメラルド・ベイ・リゾート＆スパ

フュージョンリゾート
フーコック

部屋タイプ

ビーチハウスルーム

スーペリアルーム

デラックスルーム

リゾートクラシック

エメラルドベイルーム

プールヴィラ

ツアー
コード

4/27（土）
出発

90132110

90132120

90132140

90132150

90132130

90132160

90132170

90132190

90132180

189,900

199,900

209,900

219,900

219,900

249,900

269,900

299,900

329,900

1人部屋
追加代金

48,000

48,000

52,000

52,000

64,000

84,000

104,000

132,000

164,000

ペア・仲良しシートプラン追加代金（裏表紙参照） 5,000円

らくらくシートプラン追加代金（裏表紙参照） 60,000円

子供代金（2-12歳未満） 幼児代金（2歳未満）上記大人旅行代金と同額 一律18,000円　

プレミアム・オーシャン
ビュー・デラックス

デラックス
オーシャンルーム

リゾートクラシック・
オーシャンビュー

フーコック島着（午後）
着後、現地係員とともにホテルへ。その後、フリータイム。
（ホテルのチェックインは14：00以降）

フーコック島滞在
下記（A）～(F）の6つのプランからお選びいただけます。

フーコック島泊

関西空港発（午前）　　　　 （約5時間55分）直行便

日程5日

2

3

機中泊

フリータイム。

フーコック島 5日

ベトナム航空チャーター直行便で行く！

ベトナムリゾート
食事マーク　朝 /昼 / 夕

ホテルのお部屋は出発までご利用いただけます。

終日

出発まで

現地係員とともに空港へ。夜

フーコック島発（深夜）　　　　（約5時間40分）

関西空港着（朝）

直行便

ペア・仲良しシートプランをご用意 要追加代金 （裏表紙参照）

ペア・仲良しシートプランをご用意 要追加代金 （裏表紙参照）

1

（土）

4
27

4

（火）

4
30

5

（水）

5 1

フーコック島泊 DC EA B F

（日）

4
28

（月）

4
29

・ 終日フリータイム基本プラン A

B F右記選べる観光プラン 　～ 　をご用意 要追加代金（右記参照）

シャワーを浴びて、さっぱりして
帰れるのが嬉しい♪

❷

❺

❻

❶

❸

❽

❼

❹

フーコック
国立公園オンランビーチ

フーコック国際空港

海上ロープウェイ

ホーコック寺

ビンパールランド
ビンパールサファリ

島の西側に20kmに
渡って続く白砂の
ビーチ。おすすめの夕
陽スポット。ビーチ沿
いにはレストランや
バーが並んでいます。

フーコック島で
一番キレイと人
気のビーチ。
SNS映えする
ブランコもあり
ます。

ロングビーチ
サオビーチ

ベトナムの南側にある
ハート型の島です

11月～4月が
乾季のベスト
シーズン！！

白砂のビーチ、遠浅で透
明度の高い海、そしてベ
トナム唯一！海に沈むサ
ンセットが自慢のビーチ
リゾートです。
近年ホテルが続々とオー
プンし、開発が始まった
ばかりで手つかずの自然
が残ります。

フーコック島ってこんなところ！

イメージイメージ

サオビーチ／イメージサオビーチ／イメージ

デュシットプリンセス
／イメージ

デュシットプリンセス
／イメージ

❶～❽は右ページのホテルの位置です。右ページと併せてご覧ください。

P

券種BC　群照会コード：0690000985～9

※天候により夕日はご覧いただけない場合があります。

※インターコンチネンタルご宿泊の方除く

送迎なし
予約・手配のみ

木々が生い茂るリゾート感たっぷりのビン
パールフーコックゴルフクラブでプレイ。
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※
お
申
込
み
の
際
は
裏
表
紙
の「
ご
案
内
と
ご
注
意
」及
び「
ご
旅
行
条
件
」を
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。

※ダブルベッドルームとなりますが、お部屋によりツインベッ
ドルームとなる場合があります。
※シャワーのみのお部屋となりますが、お部屋の割当により
バスタブ付きとなる場合があります。

お部屋の一例お部屋の一例 ※シャワーのみのお部屋となります。
（注）スケジュールは現地でご確認ください。

お部屋の一例お部屋の一例

プレミアム・オーシャンビュー・デラックス

お部屋の広さ 約75㎡ （テラスを含みます）（テラスを含みます）

●注

お部屋の一例お部屋の一例

プールヴィラ

お部屋の広さ 約128㎡（敷地を含みます）（敷地を含みます）

お部屋の一例お部屋の一例

大理石のバスタブや、自然の素材と色を使っ
たインテリアで落ち着いた滞在をお楽しみ
いただけます。

※ダブルベッドルームになりますが、お部屋によりツインベッドルームとなる場合があります。
※3名1室でのご利用の場合、3人目はソファベッドをご利用いただきます。

施設／プール、スパ、フィットネスセンター
創業年／2017年　客室数／全97室
ロケーション／フーコック空港から車で約40分
レストラン／インターナショナル、バー
インターネット／無線LAN無料
日本語スタッフ／あり（不在の場合有）

冷蔵庫
テレビ
NHK放送
バスローブ

○
○
×
○

○
○
○
○

○
○
○
○

ミニバー
セーフティボックス
日本語案内
バスタブ

コーヒー又はティーセット
ヘアドライヤー
シャワーブース
歯ブラシ

○全室共通  △一部部屋のみ  ×なし客室設備

Data http://fusionresortphuquoc.com

（注）スパのご予約は、現地到着後、お客
様ご自身で行っていただきます。滞在中1
日2回の予約が可能です。3回目以降は2
回目の施術後のご予約となります。トリート
メントルームが満室等によりご利用いただ
けない場合の返金・換金はありません。

※12歳以下のお子様はスパをご利用いただけ
ません。　※スパメニューは上記ホテルのホー
ムページでご確認ください。

滞在中は
スパトリートメント（注）で
身も心もリラックスして、
忙しい日常を忘れるひとときを

営業時間／10：00～22：00
（ラスト予約21：00）

Maia Spa

フュージョンリゾート フーコック
毎日スパを楽しめる大人のリゾート。

ホテルクラス

EX
ホテルクラス

EX

外観／イメージ外観／イメージ

施設／プール、スパ、フィットネスルーム
創業年／2017年　客室数／全244室
ロケーション／フーコック空港から車で約15分
レストラン／インターナショナル、中華料理、
　　　　　　バーベキュー、バー
インターネット／無線LAN無料
日本語スタッフ／なし

冷蔵庫
テレビ
NHK放送
バスローブ

○
○
×
○

○
○
×
○

○
○
○
○

ミニバー
セーフティボックス
日本語案内
バスタブ

コーヒー又はティーセット
ヘアドライヤー
シャワーブース
歯ブラシ

○全室共通  △一部部屋のみ  ×なし客室設備

Data http://www.marriott.co.jp/

JWマリオット・フーコック・
エメラルド・ベイ・リゾート＆スパ

ビル・ベンスリー氏が空想上の由緒ある「ラマルク大学」を
イメージして設計した独創的な新しいリゾート。

お部屋の一例お部屋の一例

エメラルドベイルーム

お部屋の広さ 約53㎡ （テラスを含みます）（テラスを含みます）

2階以上の海を望むバルコニー付きのお部屋です。

インターコンチネンタル・フーコック・
ロングビーチリゾート

西海岸のサンセットが美しいロングビーチに
位置する施設充実のリゾート。

シェルズ リゾート＆スパ フーコック
貝の形からインスパイアされたスタイリッシュなデザインが
印象的なエレガント・ラグジュアリーリゾート。

ホテルクラス

S

ホテルクラス

S

デュシット・プリンセス・ムーンライズ
ビーチリゾート

タイのホテルグループならではのホスピタリティでお迎えします。

ノボテル・フーコック・リゾート
自然とモダンなデザインが調和し、心地よさ満点
カップル・女子旅はもちろんファミリーにもオススメです。

ホテルクラス

A
ホテルクラス

A

ホテルクラス

A
ホテルクラス

A

ソル ビーチハウス フーコック
世界的ホテルグループ「メリアホテルズ」による
スタイリッシュでカジュアルなリゾートホテル

サリンダ リゾート フーコック
エレガントで優雅な時が流れるリゾート。レストランもイタリアンや
インド料理など充実しているので、飽きずにお楽しみいただけます。

海と自然をイメージしてデザインされた快適なお部
屋です。

お部屋の一例お部屋の一例

※シャワーのみのお部屋となります。
お部屋の一例お部屋の一例

※ダブルベッドルームになりますが、お部屋によりハリウッド
ツインとなる場合があります。

デラックスオーシャンルーム

デラックスルーム

お部屋の広さ 約39㎡ （バルコニーを含みます）（バルコニーを含みます）

お部屋の広さ 約43㎡
（バルコニーを含みます）（バルコニーを含みます）
眺めは海ではありません。眺めは海ではありません。

ビーチハウスルーム

お部屋の広さ 約27㎡ （バルコニーを含みます）（バルコニーを含みます）

ホテルからのおもてなし
●スパトリートメント30分
　（滞在中1回／１部屋2名まで）

●ホテル内レストラン&
　スパ10%OFF
　（一部除外メニューあり）

●セットメニューの
　ランチ又はディナー
　（滞在中1回／1部屋2名まで）

※上記ホテルからのおもてなしはホテルから提供されるサービスです。内容は2018年12月現在のもので、ホテル側の都合により予告なく変更・中止される場合があります。（裏表紙参照）

スタイリッシュで落ち着いたインテリアが、上質な滞在を
演出してくれます。

お部屋の一例お部屋の一例お部屋の広さ 約29㎡ （バルコニーを含みます）（バルコニーを含みます）

スーペリアルーム

リゾートクラシック／
お部屋の一例

リゾートクラシック／
お部屋の一例お部屋の広さ 約49㎡ （バルコニーを含みます）（バルコニーを含みます）

リゾートクラシック／リゾートクラシック・オーシャンビュー●注

冷蔵庫
テレビ
NHK放送
バスローブ

○
○
○
○

○
○
×
○

○
○
○
○

ミニバー
セーフティボックス
日本語案内
バスタブ

コーヒー又はティーセット
ヘアドライヤー
シャワーブース
歯ブラシ

○全室共通  △一部部屋のみ  ×なし客室設備

施設／プール、スパ、フィットネスセンター
創業年／2018年　客室数／全459室
ロケーション／フーコック空港から車で約15分
レストラン／インターナショナル、シーフード、バーなど
インターネット／無線LAN無料  日本語スタッフ／なし

Data https://www.ihg.com/

冷蔵庫
テレビ
NHK放送
バスローブ

○
○
○
○

○
○
×
○

○
○
○
○

ミニバー
セーフティボックス
日本語案内
バスタブ

コーヒー又はティーセット
ヘアドライヤー
シャワーブース
歯ブラシ

○全室共通  △一部部屋のみ  ×なし客室設備

施設／プール、スパ　創業年／2014年
客室数／全129室
ロケーション／フーコック空港から車で約30分
レストラン／インターナショナル、ベトナム料理、
　　　　　  アジア料理、バー
インターネット／無線LAN無料
日本語スタッフ／なし

Data https://shellsresort.com

冷蔵庫
テレビ
NHK放送
バスローブ

○
○
×
○

○
○
×
○

○
○
○
○

ミニバー
セーフティボックス
日本語案内
バスタブ

コーヒー又はティーセット
ヘアドライヤー
シャワーブース
歯ブラシ

○全室共通  △一部部屋のみ  ×なし客室設備

施設／スパ、プール、フィットネスセンター
創業年／2018年　客室数／全108室
ロケーション／フーコック空港から車で約15分
レストラン／インターナショナル、タイ料理
インターネット／無線LAN無料
日本語スタッフ／なし

Data www.dusit.com

※シャワーのみのお部屋となります。
※3名1室でのご利用はできません。

冷蔵庫
テレビ
NHK放送
バスローブ

○
○
○
○

○
○
×
×

○
○
○
○

ミニバー
セーフティボックス
日本語案内
バスタブ

コーヒー又はティーセット
ヘアドライヤー
シャワーブース
歯ブラシ

○全室共通  △一部部屋のみ  ×なし客室設備

施設／プール、スパ、フィットネスセンター、キッズクラブ
創業年／2016年　客室数／全366室
ロケーション／フーコック空港から車で約15分
レストラン／インターナショナル、ベトナム料理、バー
インターネット／無線LAN無料
日本語スタッフ／なし

Data https://www.accorhotels.com/

冷蔵庫
テレビ
NHK放送
バスローブ

○
○
○
○

○
○
×
×

○
○
○
○

ミニバー
セーフティボックス
日本語案内
バスタブ

コーヒー又はティーセット
ヘアドライヤー
シャワーブース
歯ブラシ

○全室共通  △一部部屋のみ  ×なし客室設備

施設／プール、スパ、フィットネス
創業年／2016年　客室数／全284室
ロケーション／フーコック空港から車で約10分
レストラン／インターナショナル、シーフード、バー
インターネット／無線LAN無料
日本語スタッフ／なし

Data
https://www.melia.com/en/hotels/
vietnam/phu-quoc/sol-beach-
house-phu-quoc/index.html

冷蔵庫
テレビ
NHK放送
バスローブ

○
○
×
○

○
○
×
△

○
○
○
○

ミニバー
セーフティボックス
日本語案内
バスタブ

コーヒー又はティーセット
ヘアドライヤー
シャワーブース
歯ブラシ

○全室共通  △一部部屋のみ  ×なし客室設備

施設／プール、スパ、フィットネス
創業年／2014年  客室数／全118室
ロケーション／フーコック空港から車で約10分
レストラン／インターナショナル、イタリアン、インド
　　　　　　料理、バー
インターネット／無線LAN無料　日本語スタッフ／なし

Data https://salindaresort.com/

ユーンドン市内
までのシャトルバスが
利用OK!（注）

広 と々したバルコニー
も魅力です！！

全室
オーシャンビュー

●注 ＜オーシャンビュー＞海が窓側から視界のかなりの部分を占め、その景観を特色付けている部屋。但し、海辺に立地しているとは限りません。

※いずれも部屋の広さは同じですが、お部屋からの眺めが異なります。
※いずれも3名1室でのご利用はできません。

ホテルからのおもてなし
●プールサイドの「OMBRA」で
  アイスクリーム又はソフトドリンク1杯
　（滞在中1回／１部屋2名まで）
●「ソラウミ」又は「シーシャック」
  レストランでセットディナー
　（滞在中1回／１部屋2名まで）
●スパ10％OFF

人気

HOTEL
MAP1

HOTEL
MAP2

HOTEL
MAP3

HOTEL
MAP4

人気
人気

HOTEL
MAP5

HOTEL
MAP6

HOTEL
MAP7

HOTEL
MAP8
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同一ホテルのコースを同一の販売店で同時にお申込みいただいた場合に限ります。

ベトナム トラベルインフォメーション
通貨時差

現地出国時6ヶ月以上

100ベトナムドン＝約0.49円 電気日本から－2時間

パスポート残存期間 不要（下記参照）査証（ビザ） 4/30（南部ベトナム解放記念日）、5/1（メーデー）祝祭日
100・220V／50Hz／プラグタイプA、BF、C、SE 訪問都市の

気温及び
降水量の
目安

都市名 気温（℃）／降水量（mm）

フーコック島
32
26
207

33
25
125

5月4月
最高気温
最低気温
降水量■ベトナム査証について

11～4月は乾季のオンシーズン。7～9月のモンスーン期は風が強く波
も高くなり、降雨量も増えますが、1日中降り続くことは少ないです。

ベトナム入国法により、ベトナム出国から30日
以内にベトナムに再入国をする場合、査証申
請・取得が必要となります。

フーコック

■ワンポイントアドバイス ベトナムは、南北に長い国土のため、気候は地域によって異なります。

販売店の方へ 照会・予約方（下記参照 ）●素：航空、●詳：フライトシートアレンジ  一旦通常予約を終了させたのちプランでリクエストしてください。又、幼児も必ずリクエストしてください。＜ペア・仲良しシート、らくらくシート共通＞

ご用意する
「並び席」の一例

「ペアシート」：

「仲良しシート」：

2 …2名でご参加の場合

3 …3名でご参加の場合
4 …4名でご参加の場合

3-3配列の場合
2 2 2 2

44
44
4 444

44

44
44

44

3 3
3 3

3
3

窓
　
側

通
　
路

通
　
路

3
3

3 3
3

4
4

44 4
4

44

3

ご案内とご注意 ※お申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201８年12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。
●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。
■旅行目的地の危険情報、衛生情報の入手方法
　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 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。
●お申込み・各種手配・ツアー実施など
■未成年者が親権者の同行なくご参加の場合、親権者の参加同意書を提出いただきます。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（各国の法により年齢は異なります）のみの宿泊を
禁じていることがあります。この場合、参加同意書の提出があっても、申込みはお受けできません。
■18歳未満の方のみでのご参加はお受けできません。
■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。
●旅行代金
■2名1室利用の大人お1人様の代金です（特に記載した場合を除く）。掲載旅行代金は当パンフレット
に掲載した出発日（期間）に限り有効です。
■現地空港諸税、日本の空港施設使用料、旅客保安サービス料、国際観光旅客税は含みません。別途
お支払いが必要です。
■大人以外の代金設定は子供代金（2歳以上12歳未満）、特別子供代金※1（ベッドを利用しない2歳
以上12歳未満）、幼児代金（0歳、1歳）です。特に明記した場合を除き、往路の国際線搭乗日の年齢
を基準に適用します。（ベトナム航空はいずれも日本帰着日基準となります。）※1 代金設定がない
ツアーもあります。旅行代金表でご確認ください。
■幼児代金は以下の内容は含まれず、航空座席、ベッド、地上各サービス（食事、送迎及び観光の際の
車の座席など）は大人と一緒にご利用いただきます。
■早期申込○得プランは旅行代金からの割引です。（ホテル早期申込○得プランは割引ではありません。
上位ランクのお部屋や食事などのおもてなしを用意します。）明示した期日までのツアー予約に対し
適用します。例えば早期申込○得35の場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって35日前ま
でに予約が完了していることが条件です。期日を過ぎてから“予約のキャンセル待ち状態”から“予約
完了”になった場合、割引は適用されません。期日を過ぎてから氏名等の予約情報の変更や、予約の
取り直しをされた場合も同様に割引は適用されません。
■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。
■パンフレット作成基準時点で徴収が行われている宿泊税は含まれておりますが、それ以降に宿泊税
が新設された場合はお客様負担となります。
●燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています）
■燃油サーチャージは、当パンフレット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。
●空港諸税・空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税（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。別途お支払いください。金額・支払い方法は以下をご覧ください。
　【現地空港諸税、国内空港施設使用料、旅客保安サービス料・国際観光旅客税】 2018年11月22日現在（換算
レート：USドルはみずほ銀行TTS外国為替公示相場）1ドル（＄）＝約114.13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。

※2019年1月7日以降に出国す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。
※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円未満は切り上げ）。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。

●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、パンフレット作成時点のベトナム航空チャーター便（航空会社による関係国政府
の許認可の取得等を条件とします。）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。最
終日程表で再度ご確認ください。
■空港～ホテル間の送迎及び観光時は、他のツアーのお客様（◆他社のお客様を含む）とご一緒になり
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）
●宿泊
■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。
■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。
■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。
■部屋からの眺望を選択できるツアーを除き、眺望のご希望はお受けいたしかねます。
◆ホテル情報欄のホテル施設、客室設備、レストラン等はホテル側の都合により変更となる場合があり
ます。客室の広さを表示している場合はベランダを含むものです。無線LANの情報を記載している
場合はインターネット回線使用に関するものです。スマートフォンの利用等回線接続方法によって
は、お客様の契約されている携帯会社（プロバイダー）との間にパケット料金や国際ローミング料金
等が発生することがあります。また、有料サイト閲覧等の料金は別途必要です。パソコンやスマート
フォン等の機器のご用意、接続はお客様ご自身で行っていただきます。
■「ホテルからのおもてなし」は現地滞在中にホテルから提供されるサービスです。ホテルの都合で予告
なく変更、中止される場合があります。提供がない場合は、現地で、現地係員またはホテルフロントにお
申し出ください。帰国後の提供や返金はできかねます。利用を希望されない場合の返金もできかねま
す。特に明記のない限り、ベッド利用の大人・子供代金でのご参加の方がサービス対象になります。

■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。
●ショッピング
■お客様の責任において十分注意し、ご購入ください。商品の確認、レシートの受け取りをお忘れなく。
当社は商品の交換、返品等のお手伝いはいたしかねます。
■ワシントン条約又は国内諸法令によって、日本へ持ち込みが禁止されている品物がございます。
■お客様の便宜を図るため、観光・送迎中に土産店にご案内することがあります。その場合は、各日程表条
件欄で土産物店の立ち寄り回数を表示します。（休憩場所、レストラン、観光施設に併設されたものは除
く）なお、これは入店や購入を強制するものではありません。土産物店にご案内できない場合は旅程保
証の変更補償金の支払い対象となりません（特定の土産物店への入店を目的としたツアーを除く）。
●追加プラン
■本体ツアーに追加でお申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。
■「延泊（減泊）プラン」「ホテルアレンジプラン」「ルームアレンジプラン」「帰国日延長プラン」「ペアシート（仲
良しシート）プラン」「航空座席クラスアレンジプラン（ビジネスクラス、らくらくシートなど）」「航空会社（フラ
イト）選択プラン」「現地発着プラン」を変更や取消される場合、本体ツアー旅行代金と各プラン追加代金を合
わせた総額に対して、本体ツアーの出発日を基準に取消料を適用します。（「現地発着プラン」は現地到着日）
■「各種の観光プラン（スパ・エステ・アクティビティなども含む）」「1人部屋利用プラン（1人部屋追加代
金）」「食事プラン」「国内線特別代金プラン」「アーリーチェックインプラン」「レイトチェックアウトプラ
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。
●添乗員・現地係員
■添乗員が同行しないツアーはご旅行を円滑に実施するため各地の現地係員が、次の案内業務を行
います。空港（駅・港）・ホテルへの送迎、移動、チェックイン、観光、現地事情、オプショナルツアー。フ
リータイム時、ホテル滞在時は同行しませんので、ご用の際、現地オフィスまたは夜間緊急連絡先に
電話で連絡いただくことになります。航空機、列車等の移動時に出発地～目的地間で乗継ぎがある
場合は特に明記した場合を除き、お客様ご自身で乗継ぎ手続きをしていただきます。
■現地係員は特に明記した場合を除き、日本語を話しますが、日本人とは限りません。
●その他
◆アジアなどの暑い地域では、室内の冷房が効きすぎていて体調をくずすことがあります。薄手のジャ
ケットやカーディガンをご用意ください。一方で気候や生活習慣によってホテル、レストラン、列車、バ
ス等に冷房設備がない地域もあります。
■電子タバコ・加熱式タバコの持ち込みを制限している国、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。
●特別な配慮を必要とする方のお申込みについて
■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。

４：００ ６：００ ８：００ １２：００ １7：００ １9：００ 23：００ 4：００
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。

時間帯の目安について

交通機関・食事マーク
　＝朝食　　＝昼食　　＝夕食　　＝機内食　　＝食事なし　　＝飛行機 　　＝車 　　＝列車

販売店の方へ

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

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

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

見積り&リクエスト

ご旅行条件（要約）
●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、下記の
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2018年12月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年12
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2018年12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
旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

申込金（おひとり）
旅行代金の20％

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。

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって3日目にあたる日
以降の解除又は無連絡不参加

旅行代金の80％

旅行代金の100％

旅行代金の50％

旅行代金の2０％

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21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、20日目にあたる日
以降4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、60日目にあたる日
以降３１日目にあたる日まで

国名 税名称 対　象 税　額 日本円換算目安額 ※（　）は子供

日本

ベトナム

空港施設使用料
旅客保安サービス料
国際観光旅客税

関西国際線出発

国際線出発

2,730円（1,370円）
310円（310円）
1,000円（1,000円）

国際線出発空港税
国際線出発保安サービス料

大人：20USドル／子供：10USドル
大人：2USドル／子供：1USドル

約2,290円（約1,150円）
約230円（約120円）

【ご注意】※2名でご参加の場合は通路を挟まない横並びのおとなり席「ペアシート」をご用意します。　※３名でご参加の場合は横並び（通路を挟む場合も
あります）、または前後の縦並びの席をご用意します。　※４名でご参加の場合は横並び（通路を挟む場合もあります）、または２名ずつの「ペアシート」の組み
合わせ（同グループ内でお近くの席でご用意できない場合もあります）、または３名+１名の縦並びの席「仲良しシート」をご用意します。　※5名以上でご参加
の場合は、2～4名で参加の場合の並び席の組み合わせとなり、同グループのお客様全員をお近くの席でご用意できない場合もあります。　※いずれの場合
も窓側・通路側及び座席番号の指定、右記並び席の配列（パターン）の指定はお受けできません。また、事前に座席番号の回答はできません。　※ご旅行お
申込み後、氏名の変更（訂正）、参加人数の変更があった場合はご用意できない場合があります。　※バシネット（幼児用簡易ベッド）や車椅子等、特別なシー
トを利用される場合は対象外となります。　※幼児2名以上同行の場合、航空安全上の規定によりペア・仲良しシートはご用意できません。　※右記の機材
の座席配列は一例です。　※最終日程表でご案内する集合時間までにお越しいただけなかった場合、並び席をご用意できない事があります。　※ご出発当
日、急にご希望に添えなくなった場合は、追加代金（片道2,500円）のご返金に加えて1組5,000円のUCギフトカードをご帰国後、販売店でお渡しします。但
し、フライトキャンセル及び機材変更が理由の場合を除きます。　※本プラン取消の場合の取消料については、下記「ご案内とご注意」をご覧ください。

※機内サービス、機内食及びバス、ホテルなどの現地旅
行サービスは、エコノミークラスと同じになります。 ※関西
空港・フーコック空港でビジネスクラスラウンジサービスは
ありません。　※チャーター便利用のため、マイレージは
加算されません。 ※「らくらくシートプラン」のみの取消・
変更の場合も、基本コースを含む旅行代金合計額（総
額）に対して基本コースの出発日を基準として所定の取
消料が必要です。取消（変更）料については下記「ご案
内とご注意」をご参照ください。

関空↔フーコック間／エコノミークラス席のみ

60,000

関空↔フーコック間

※パスポート及び査証に関する情報と気温・降水量については「JATA NAVI」
（2018年12月）より
※換算レート：2018年11月22日日本関税協会発表の週間為替相場による。


