
                                        特約店 トラベルテラス㈱プロクシー 

 

 

 
 

 
●関西空港発着／大人･子供同額／お1人様／2名1室利用／エコノミークラス利用 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
■【ご旅行代金】■【ご旅行代金】■【ご旅行代金】■【ご旅行代金】            大阪発／大人・子供同額お大阪発／大人・子供同額お大阪発／大人・子供同額お大阪発／大人・子供同額お 1111 人様／２名１室利用／エコノミークラス／単位：円人様／２名１室利用／エコノミークラス／単位：円人様／２名１室利用／エコノミークラス／単位：円人様／２名１室利用／エコノミークラス／単位：円    

旅行期間旅行期間旅行期間旅行期間    9999 月月月月 12121212 日日日日（（（（木木木木））））    １人部屋追加代金１人部屋追加代金１人部屋追加代金１人部屋追加代金    

8888日間日間日間日間    333360606060,000,000,000,000    70707070,000,000,000,000    

    
■【お申込方法】■【お申込方法】■【お申込方法】■【お申込方法】        先着先着先着先着 25252525 名様名様名様名様                                                     
  7777月月月月1111日（月）朝日（月）朝日（月）朝日（月）朝9999：：：：30303030より受付を開始いたします。より受付を開始いたします。より受付を開始いたします。より受付を開始いたします。                    
        （受付は平日（受付は平日（受付は平日（受付は平日9999：：：：30303030～～～～17171717：：：：30303030））））7777月月月月13131313日（金）まで日（金）まで日（金）まで日（金）まで 
   
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

出発日出発日出発日出発日：：：：２０２０２０２０１２１２１２１２年年年年９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（水水水水））））出発限定出発限定出発限定出発限定    

日仏友好日仏友好日仏友好日仏友好シャンソンシャンソンシャンソンシャンソン KKKKAKEHASHIAKEHASHIAKEHASHIAKEHASHI    

        【利用予定ホテル】【利用予定ホテル】【利用予定ホテル】【利用予定ホテル】        

    ●●●●ニースニースニースニース：：：：B4B4B4B4プラザホテル又は同等プラザホテル又は同等プラザホテル又は同等プラザホテル又は同等クラス以上クラス以上クラス以上クラス以上    

    ●●●●パパパパ    リリリリ：：：：コンコルドコンコルドコンコルドコンコルドラファイエットラファイエットラファイエットラファイエット    

        【利用航空会社】【利用航空会社】【利用航空会社】【利用航空会社】エアーフランスエアーフランスエアーフランスエアーフランス又又又又はははは欧州系欧州系欧州系欧州系航空会社航空会社航空会社航空会社    

        【最少催行人員】【最少催行人員】【最少催行人員】【最少催行人員】25252525名名名名    

        【添乗員】【添乗員】【添乗員】【添乗員】添乗員添乗員添乗員添乗員がががが同行同行同行同行致します。致します。致します。致します。    

        【食事】朝食【食事】朝食【食事】朝食【食事】朝食6666回、昼食回、昼食回、昼食回、昼食2222回、夕食回、夕食回、夕食回、夕食5555回（機内回（機内回（機内回（機内食除く）食除く）食除く）食除く）    

                

            ※コース表記載のフライトスケジュールは、※コース表記載のフライトスケジュールは、※コース表記載のフライトスケジュールは、※コース表記載のフライトスケジュールは、2020202012121212年年年年5555月現在のも月現在のも月現在のも月現在のも    

                    のです。発着時刻等が変更となる場合があります。予めご了承のです。発着時刻等が変更となる場合があります。予めご了承のです。発着時刻等が変更となる場合があります。予めご了承のです。発着時刻等が変更となる場合があります。予めご了承    

                    ください。スケジュールに関しては、お申込み時にご確認くだください。スケジュールに関しては、お申込み時にご確認くだください。スケジュールに関しては、お申込み時にご確認くだください。スケジュールに関しては、お申込み時にご確認くだ    

                    さい。さい。さい。さい。    

※本コースでは、他のツアーと同じバスで送迎案内を行う場合がご※本コースでは、他のツアーと同じバスで送迎案内を行う場合がご※本コースでは、他のツアーと同じバスで送迎案内を行う場合がご※本コースでは、他のツアーと同じバスで送迎案内を行う場合がご
ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。    

※ホテルアレンジプラン（ホテル指定等）のアレンジはお受けでき※ホテルアレンジプラン（ホテル指定等）のアレンジはお受けでき※ホテルアレンジプラン（ホテル指定等）のアレンジはお受けでき※ホテルアレンジプラン（ホテル指定等）のアレンジはお受けでき
ません。ません。ません。ません。
    

    

■【スケジュール】■【スケジュール】■【スケジュール】■【スケジュール】    
日程日程日程日程    行程／コース内容行程／コース内容行程／コース内容行程／コース内容    食事食事食事食事    

1111    
各地各地各地各地    →【午前又は午後】関西空港発（航空機）→（→【午前又は午後】関西空港発（航空機）→（→【午前又は午後】関西空港発（航空機）→（→【午前又は午後】関西空港発（航空機）→（ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ内内内内経由）経由）経由）経由）        
→【夜】→【夜】→【夜】→【夜】ニースニースニースニース着着着着    
■ニース到着後、係員と共にホテルへ           【【【【ニースニースニースニース泊】泊】泊】泊】    

朝：機 
昼：× 
夕：× 

2222    

ニースニースニースニース滞在滞在滞在滞在 
■午前：モナコ公国観光(大公宮殿・ＦＩコース・グランカジノ等) 
■午後：鷲の巣村エズにて香水作りと散策 

                【【【【ニースニースニースニース泊】泊】泊】泊】    

朝：○ 
昼：○ 
夕：○ 

3333    

ニースニースニースニース→→→→パリパリパリパリ滞在滞在滞在滞在    
■午前：ニース市内観光(シャガール美術館・旧市街・オペラ座等) 
【午【午【午【午後後後後】】】】ニースニースニースニース発（航空発（航空発（航空発（航空機）→パリ機）→パリ機）→パリ機）→パリ 

【【【【パリパリパリパリ泊】泊】泊】泊】    

朝：○ 
昼：○ 
夕：○ 

4444    

パリパリパリパリ滞在滞在滞在滞在    
■■■■夕刻まで自由行動    
■夕刻：日仏交流発表会（パリ国際大学都市・日本館にて） 

【【【【パリパリパリパリ泊】泊】泊】泊】    

朝：○ 
昼：× 
夕：○ 

5555    

パリパリパリパリ滞在滞在滞在滞在    
■■■■夕刻まで自由行動    
■夕刻：風かおる先生主催プチディナーパーティー 

    【【【【パリパリパリパリ泊】泊】泊】泊】    

朝：○ 
昼：× 
夕：○ 

6666    

パリパリパリパリ滞在滞在滞在滞在    
■■■■夕刻まで自由行動    
■■■■夕刻：夕刻：夕刻：夕刻：フランコ・フランコ・フランコ・フランコ・ジャジャジャジャポネコンサートポネコンサートポネコンサートポネコンサート開催開催開催開催    

【【【【パリパリパリパリ泊】泊】泊】泊】 

朝：○ 
昼：× 
夕:○ 

７７７７    
■午前：係員と共に空港へ。 
【昼】【昼】【昼】【昼】パリパリパリパリ発発発発    →→→→                                                                                            【【【【機内機内機内機内】】】】 

朝：○ 
昼：× 
夕:× 

８８８８    
→【→【→【→【午前午前午前午前】関西空港着】関西空港着】関西空港着】関西空港着    
■関西空港着後、解散。 

 

※各地出発の追加代金(往復)は 東京(羽田)発20,000 円  札幌(新千歳)発30,000 円  福岡発 20,000 円になります｡ 

※子供料金（2～12 歳未満）左記大人旅行代金と同額 幼児代金（2 歳未満／航空座席・ベッド利用なし）は 30,000 円です。 

※ビジネスクラス 320,000 円  プレミアエコノミークラス 70,000 円 

 今回で3回目を迎えることとなりました。 

（社）日仏友好シャンソンKAKEHASHI設立後は、初めての

開催となります。航空会社は直行便のエアーフランスエアーフランスエアーフランスエアーフランス利用する

予定です｡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

078078078078----366366366366----5227522752275227へお申込の電話へお申込の電話へお申込の電話へお申込の電話    

「フランコ・ジャポネコンサート」出演者「フランコ・ジャポネコンサート」出演者「フランコ・ジャポネコンサート」出演者「フランコ・ジャポネコンサート」出演者    

    日本歌手：風かおる、広瀬敏郎、日本歌手：風かおる、広瀬敏郎、日本歌手：風かおる、広瀬敏郎、日本歌手：風かおる、広瀬敏郎、RiRiRiRiRiRiRiRi    

    仏仏仏仏    歌手：パトリック・ヌジェ、アンヌリーズ、マーク・マリオン歌手：パトリック・ヌジェ、アンヌリーズ、マーク・マリオン歌手：パトリック・ヌジェ、アンヌリーズ、マーク・マリオン歌手：パトリック・ヌジェ、アンヌリーズ、マーク・マリオン    

クリスティーヌ・カンデルクリスティーヌ・カンデルクリスティーヌ・カンデルクリスティーヌ・カンデル    

    ピアノピアノピアノピアノ：近藤正春：近藤正春：近藤正春：近藤正春    ドラム：難波方成ドラム：難波方成ドラム：難波方成ドラム：難波方成        ベース：ドミニク・シャ二ヨンベース：ドミニク・シャ二ヨンベース：ドミニク・シャ二ヨンベース：ドミニク・シャ二ヨン    

    ゲスト：ゲスト：ゲスト：ゲスト：みやざみやざみやざみやざきみえこ（琴奏者）きみえこ（琴奏者）きみえこ（琴奏者）きみえこ（琴奏者）    

    

お申込書お申込書お申込書お申込書・・・・請求書請求書請求書請求書等を送付いたします。等を送付いたします。等を送付いたします。等を送付いたします。    

7777 月月月月 31313131 日日日日ままままででででににににおおおお振り込振り込振り込振り込みみみみのののの上上上上、、、、パスポーパスポーパスポーパスポー

トコピトコピトコピトコピーーーー等、等、等、等、ごごごご返送下返送下返送下返送下さいさいさいさい。。。。    

8888月初旬、最終日程表を送付いたします。月初旬、最終日程表を送付いたします。月初旬、最終日程表を送付いたします。月初旬、最終日程表を送付いたします。    

ご出発ご出発ご出発ご出発((((9999月月月月 12121212日日日日))))    

出発希望地と日程・お申込人数・ご住出発希望地と日程・お申込人数・ご住出発希望地と日程・お申込人数・ご住出発希望地と日程・お申込人数・ご住

所・お電話番号所・お電話番号所・お電話番号所・お電話番号等等等等をお知らせ下さい。をお知らせ下さい。をお知らせ下さい。をお知らせ下さい。 

体にお気をつけ下さい。体にお気をつけ下さい。体にお気をつけ下さい。体にお気をつけ下さい。    

30303030 日前より取り消し・変更手数料が日前より取り消し・変更手数料が日前より取り消し・変更手数料が日前より取り消し・変更手数料が

発生いたします。ご注意下さい。発生いたします。ご注意下さい。発生いたします。ご注意下さい。発生いたします。ご注意下さい。    

ごごごご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい((((別途必要別途必要別途必要別途必要ですですですです))))    

関西空港施設使用料関西空港施設使用料関西空港施設使用料関西空港施設使用料2,6502,6502,6502,650円円円円    

現地空港税約現地空港税約現地空港税約現地空港税約6666,,,,000000000000円円円円    

燃料燃料燃料燃料サーチャージサーチャージサーチャージサーチャージ約約約約58585858,000,000,000,000円円円円    

    

 

 



    

    

    

    

    

    

旅行企画旅行企画旅行企画旅行企画    （社）日仏友好シャンソン（社）日仏友好シャンソン（社）日仏友好シャンソン（社）日仏友好シャンソンKAKEHASHIKAKEHASHIKAKEHASHIKAKEHASHI    事務局事務局事務局事務局（担当：内海）（担当：内海）（担当：内海）（担当：内海）    

TELTELTELTEL    078078078078－－－－647647647647----7573757375737573        FAXFAXFAXFAX    078078078078－－－－647647647647----7548754875487548        携帯：携帯：携帯：携帯：080080080080----2518251825182518－－－－6188618861886188    
info@chansoninfo@chansoninfo@chansoninfo@chanson----kakehashi.jpkakehashi.jpkakehashi.jpkakehashi.jp            http://chansonhttp://chansonhttp://chansonhttp://chanson----kakehashi.jpkakehashi.jpkakehashi.jpkakehashi.jp        （お問合せ対応時間（お問合せ対応時間（お問合せ対応時間（お問合せ対応時間        月曜日～金曜日月曜日～金曜日月曜日～金曜日月曜日～金曜日    １０：００～１６：００）１０：００～１６：００）１０：００～１６：００）１０：００～１６：００）    

旅行受注旅行受注旅行受注旅行受注    ･実施･実施･実施･実施  トラベルテラス㈱プロクシー 兵庫県知事登録旅行業第兵庫県知事登録旅行業第兵庫県知事登録旅行業第兵庫県知事登録旅行業第2222----473473473473号号号号            全国旅行業協会会員全国旅行業協会会員全国旅行業協会会員全国旅行業協会会員    

〒〒〒〒650650650650----0015  0015  0015  0015  神戸市中央区多聞通神戸市中央区多聞通神戸市中央区多聞通神戸市中央区多聞通3333----3333----16161616    甲南第１ビル１０甲南第１ビル１０甲南第１ビル１０甲南第１ビル１０FFFF 

TELTELTELTEL    078078078078----366366366366----5227 5227 5227 5227         FAXFAXFAXFAX    078078078078----366366366366----5230523052305230    （（（（土日祝日休土日祝日休土日祝日休土日祝日休みみみみ）））） 

http://www.travelterrace.com/    総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者    菱田菱田菱田菱田    良平良平良平良平    

                                                                                                                                                                                                                                                            担当担当担当担当    河合河合河合河合    真智子真智子真智子真智子    

 

必ずお読みください。ご旅行条件必ずお読みください。ご旅行条件必ずお読みください。ご旅行条件必ずお読みください。ご旅行条件    

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

お申し込みの際、必ず「海外受注型企画旅行条件書」をご確認の上、お申し込みください。 

●募集型企画旅行契約●募集型企画旅行契約●募集型企画旅行契約●募集型企画旅行契約    
(1) この旅行は、㈱プロクシー（以下「当社」といいます。）が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受注型企画旅行契約（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、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受注型
企画旅行契約の部によります。 

 
●旅行の申込み●旅行の申込み●旅行の申込み●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。 

 
 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 

 
(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。 

 
●申込条件●申込条件●申込条件●申込条件    
(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。 
(2) a．身体に障害をお持ちの方、b．健康を害している方、c．妊娠中の方、d．補助

犬使用の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当
社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合、利用機関等の求め
により医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送・
宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者／介
助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内
容を変更させていただくか、又はご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。なお、お客様からのお申し
出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負
担とします。 

 
●旅行契約の成立時期●旅行契約の成立時期●旅行契約の成立時期●旅行契約の成立時期    
(1)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。 

(2)同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者（「契約責任者」）
を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結について、当社は、契約責任者が
その団体・グループを構成する旅行者の受注型企画旅行契約の締結に関する一切
の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関す
る取引は、当該契約責任者との間で行います。 
 

●通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件●通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件●通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件●通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件    
当社が提携するクレジットカード会社のカード会員より所定の伝票への「会員の
署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に「電話、郵便、ファク
シミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。 こ
の場合はご旅行条件が一部異なります。 
 

●旅行代金のお支払い期日●旅行代金のお支払い期日●旅行代金のお支払い期日●旅行代金のお支払い期日    
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日目に当たる日
（以下「基準日」といいます。）よりも前にお支払いいただきます。 

 
●基準旅行代金●基準旅行代金●基準旅行代金●基準旅行代金 

「基準旅行代金」とは、パンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追
加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減
額した代金をいいます。この基準旅行代金は「申込金」、「取消料」、「違約料」、
および「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 

 
 

●旅行代金に含まれるもの●旅行代金に含まれるもの●旅行代金に含まれるもの●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・料金（この運賃・
料金には運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。） (2)旅行日程に含まれる
送迎バス等の料金 (3)旅行日程に明示した観光の料金（バス等の料金・ガイド料金・
入場料金等）(4)旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金（２人部屋に２
人ずつの宿泊を基準とします。） (5)旅行日程に明示した食事料金（機内食は除きま
す。）及び税・サービス料金 (6)お１人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運
搬料金（航空機で運搬の場合お１人様２０㎏以内が原則ですが、クラス・方面によ
って異なります。） (7)添乗員付きコースの添乗員の同行費用 

 
●●●●旅行代金に含まれないも旅行代金に含まれないも旅行代金に含まれないも旅行代金に含まれないものののの    
前項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。 
(1)超過手荷物料金 (2)クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対す
るチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料 (3)
傷害、疾病に関する医療費 (4)渡航手続関係諸経費（旅券印紙・証紙料金・査証料・
予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。） (5)運送機関の課す
付加運賃・料金 (6)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等 
(7)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料 (8)日本国外の空港税・出国税
及びこれに類する諸税 (9)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 (10)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合の
それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意に
よる荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用 

●●●●お客様の解除権お客様の解除権お客様の解除権お客様の解除権    
お客様は、いつでも以下の表で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、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お
客様が当社らのそれぞれの営業日・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。 
 
  <表>取消料 

 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり） 

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 

ピーク時に旅行を開始する場合： 
旅行代金の１０％（5万円を上限） 
ピーク時以外に旅行を開始する場合 ：  
無料 

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３０万円以上： ５万円 
〃 が１５万円以上３０万円未満： ３万円 

〃 が１０万円以上１５万円未満： ２万円 
〃 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、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。 

 
●当社の解除権●当社の解除権●当社の解除権●当社の解除権        旅行開始前の解除旅行開始前の解除旅行開始前の解除旅行開始前の解除    

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●当社の免責事項●当社の免責事項●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により発生する損害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日程の変更
もしくは旅行の中止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●特別補償●特別補償●特別補償        

お客様が受注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。 

 
●旅程保証●旅程保証●旅程保証●旅程保証    

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（受注型
企画旅行の部第２９条別表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた
場合は、定められた変更補償金をお客様に支払います。 尚、当社は、お客様
が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物
品・サービスの提供をすることがあります。 

 
●お客様の責任●お客様の責任●お客様の責任●お客様の責任    
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社 

約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様か 
ら損害の賠償を申し受けます。  

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の 
権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければ 
なりません。 

(3)お客様は、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識したときは、旅行地において速やかに当社、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ればなりません。 
 

●お客様の交替●お客様の交替●お客様の交替●お客様の交替    
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができ
ます。この場合、お一人様につき10,000円の手数料を頂戴します。 尚、既に
航空券を発行している場合には、別途再発券に関わる費用を請求する場合があ
ります。 

 
●お客様が出発までに実施する事項●お客様が出発までに実施する事項●お客様が出発までに実施する事項●お客様が出発までに実施する事項    
(1) 旅券・査証について（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。） 
①旅券（パスポート）：旅行参加には、パンフレット記載の残存有効期間を満た
す旅券が必要です。 
②査証（ビザ）：旅行参加には、パンフレット記載の国の査証が必要です。 

 
国名 旅券（ﾊ゚ ｽﾎ゚ ｰﾄ）残存有効期間 査証の有無 

フランス 

 
有効残存期限90日以上 

 
不要 

 
 
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。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、
別途契約（渡航手続代行契約）として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、
当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもそ
の責任を負いません。 

(2)保健衛生について 
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」 http://www.forth.go.jp/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。お申し込みの際に販売店より「海外危
険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームペー
ジ」 http://www.pubanzen.mofa.go.jpでもご確認ください。 

 
●個人情報の取扱い●個人情報の取扱い●個人情報の取扱い●個人情報の取扱い 
(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客
様との間の連絡のために利用させていただくほか、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の手配及びそれらのサービスの受領
のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 
※このほか、当社らでは、（１）当社ら及び当社らと提携する会社の商品やサービ
ス、キャンペーンのご案内。（２）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
（３）アンケートのお願い。（４）特典サービスの提供。（５）統計資料の作成。
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 

(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメー
ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについ
て、これを利用させていただくことがあります。 

(3)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人デ
ータを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番
号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付す
ることによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止
を希望される場合は、当社宛て、「最終旅行日程表」受け取り時までにお申出下さい。 
 

●●●●海外旅行保険 
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。 

 
●●●●マイレージサービス 

当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージ 
サービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ 
登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。 
また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受 
けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は当社旅行条件書第 
２２項(1)ならびに第２４項(1)の責任を負いません。 
（注）第２２項当社の責任及び免責事項 第２４項 旅程保証 

 
●●●●旅行代金にはいずれも現地空港諸税及び関西空港施設使用料は含まれておりません。
別途お支払いください。 
①現地空港諸税（空港施設使用料、動植物検疫税、税関使用料など） 

  
国 都市 空港税等 燃料サーチャージ 

フランス パリ・ニース 
  

約7,500円 約60,000円 
                     平成24年6月1日現在 
 
※日本円換算額は当社換算レートにより確定します。（10円未満は切り上げとさせて
いただきます。）それ以降の為替変動による追加徴収、返金は致しません。日本円確
定額は、最終日程表お渡し時にご案内します。 
②関西空港施設使用料・・・大人2,650円、子供1,330円、幼児不要 

 
 

●●●●    現地空港諸税及び関西空港施設使用料は、いずれも旅行代金と一緒にお支払いいただ
きます。 

 
●●●●上記はいずれも2008年8月現在の情報にもとづきます。空港諸税･空港施設使用料等
は予告なく、増額・親切されることがあります。お客様にお支払いいただく確定金額
は最終日程表にてご案内します。 
 

●ご旅行条件の基準●ご旅行条件の基準●ご旅行条件の基準●ご旅行条件の基準    
この旅行条件は2012年6月1日を基準としています。 また、旅行代金は2012年6
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 2012 年 6 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。 


