
成田空港＇09：30～11：00発（－✈－ 成田空港＇15：00～19：00発（－✈－
－香港国際空港＇13：00～15：00着（ －香港国際空港＇19：30～23：00着（

ザ・シティビュー ＜香港ディズニーランド「ハロウィンチケット」お１人様１枚付き！＞

「油麻地」駅すぐに建つ、交通至便で、観光地にも近い ＇市内や滞在ホテル～香港ディズニーランド間の送迎はありません。

リーズナブルなホテルです。 お客様ご自身での移動となります。（

プリンス香港またはゲートウェイ香港 ※入園時間　１８：３０～２３：００　で利用可能のナイトチケットです。

カントンロードに面し、香港最大級のショッピングモール ※期間限定チケットのため、ツアー３日目はご利用できない場合があります。
「ハーバーシティ」内に立地しています＇ホテルは選べません（ 　ハロウィンチケットはツアー２日目にご利用下さい。

ザ・カオルーンホテル 3 【終日】自由行動

「尖沙咀」駅まで徒歩約１分！ネーザンロードに位置する
文句なしのグッドロケーション。 出発まで自由行動

※2010年9月終了予定でﾎﾃﾙの一部で工事が行われています。 ＇ホテルチェックアウトは最長12：00（ ホテル＇06：00～08：00頃発（

ホテル＇11：00～12：30頃発（－ 香港国際空港＇09：00～11：00発（－✈－

香港国際空港＇15：00～16：30発（ －✈－成田空港＇14：00～16：00着（
－✈－成田空港＇20：00～21：30着（

■
■
■ 添乗員：添乗員は同行しませんが、現地日本語係員がお世話いたします。

■ 利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空、ＡＮＡ、日本航空＇指定はできません（

■ 延泊・観光の途中離団はお受けできません。

３つのホテルプランから、お選び下さい。

出発日：2010年　9/15～18、22～25、29・30、
　　　　　　10/1～9、13～16、20～23、27～30

成田発

フライトプランＢ：
行き午後便／帰り午前便

1

マギーくん香港4日間　成田発／ザ・シティビュー／2・3名1室利用・おひとり様＇おとな・こども同額（

フライトプランＡ：
行き午前便／帰り午後便

日
程

２０１０．９／１５～１０／３０発
＇一部出発日を除く（

●当コースは、日本国籍の場合パスポート残存期間が現地入国時に
1ヶ月プラス滞在日数以上必要です。現在お持ちのパスポートが今回
の旅行に有効かどうかの確認、パスポート・査証取得はお客様の責
任で行って下さい。

最少催行人員：2名

香港泊

食事：朝１回・昼１回・夕0回

香港泊

香港泊

4

●観光の順番は入れ替わる場合があります。送迎・観光は、ホリデイ以
外のお客様とご一緒させていただく場合があります。●香港市内観光に
は必ずご参加いただくことと、観光中には土産物店2ヶ所+DFS1ヶ所へご
案内させていただくことが条件となっております。上記回数には、レストラ
ン・観光施設等に併設された土産物店や販売コーナーは含みません。な
お、これは土産物店入店や土産物の購入を強制するものではありませ
ん。観光時間の関係上、土産物店にご案内できないこともありますが、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。

2

機＇1回（

朝 昼 □

ご注意

□ □ □

ご案内

ホリデイ係員が到着口＇Ｂ出口（でお出迎えし、ホテルまでご案内・チェッ

クインのお手伝いをいたします。

ホテル＇7:30～8:00頃（＝コンベンションセンター＇下車（＝レバルスベイ

＇下車（＝ビクトリアピーク＇下車（＝黄大仙＇下車（＝

＝ホテル着＇15：30～16：30頃（

香港名物、お粥の朝食＆飲茶の昼食付！

香 港 市 内 観 光 と シ ョ ッ ピ ン グ ＇ 朝 ・ 昼 食 付 （

機＇1回（機＇1回（

香港ディズニーランドならで

はの、ちょっと、怖～い雰囲

気が味わえます。

ハロウィーン・デコレーショ

ンのナイトパレード、悪の女

主人マレフェシエント＇白雪

姫（が主催するスペクタク

ルな花火ショーを楽しむこ

とができます。

アドベンチャーランドでは

デーモンが・・・、トゥモロー

ランドではゾンビたちが・・・、

他のテーマランドでも、様々

な幽霊たちが大活躍！



出発日：2010年　9/15～18、22～25、29・30、10/1～9、13～16、20～23、27～30

）空港施設使用料・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ります。

●ご出発10～7日前＇遅くとも前日（までに集合時刻、場所、利用運送機関、宿泊

機関などの確定内容を記載した「最終旅行日程表」を交付します。但し、旅行お申し

例えば、通路をはさんだり、前後または離れたりする場合があります。

●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

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。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、旅行業務取扱管理者にご質問ください。

120,800

C

84,800

84,800

75,800

B

一律　追加代金6,000円

109,800

101,800

E

139,800

135,80093,800

85,800

マギーくん　香港4日間  成田発・旅行代金

宿泊ホテル

73,800

73,800

63,800

コース番号

プリンス香港
または

ゲートウェイ香港

Ａ

＇2・3名様1室利用／  おひとり様  単位：円（

成田空港旅客
保安サービス料

500円
＇おとな・こども（

03

＇2歳以上12歳未満（

－４１８－１１０４ －

コース番号
海外空港諸税

W-1420

ホテ
ル

選択

請求コード

02

０４００１００７１４２０＇０７２１（

●ホテルの基本プランは原則として2人部屋を使用します。また、お部屋は、各ホテルのスタンダードルームとなります。

ホリデイご旅行条件書（抜粋）

●お1人様でご参加の場合は、1人部屋追加代金が必要となります。●3名1室利用の場合／簡易ベットまたはソ
ファベットを利用しますが、簡易ベットの搬入は夜遅くなることが一般的です。かなり手狭になり、皆様のトランクを
開閉するスペースを確保できない場合があります。●ダブルベッドルーム＇ベッド１台（になる場合があります。●
ツアーご参加のお客様でもホテルによっては宿泊カードの記入が必要な場合があります。また国際電話・ミニバー
利用などの保証として、ホテルよりクレジットカードの提示や保証金を求められる場合があります。

●航空機の座席配置により、グループの皆様、カップルの方でも隣りあわせとならない
場合があります。

成田空港施設使用料

ホテル

－

間の短縮及び観光箇所の変更、削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。

Ｈ型端末
専用ｺｰﾄﾞ

込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降の場合、お客様の承認を得て、旅行開始当日に交付すること
があります。パンフレット記載の日程は変更となる場合がありますので最終旅行日程表でご確認ください。

こども旅行代金

ご
案
内

予
約
コ
ー

ド

日
数

01

おとな旅行代金と同額

空港税及び燃油サーチャージ等

4

4

4

ザ・シティビュー

99,800

95,800

89,800

D

フライトプランＡ＜０１＞追加代金

418-1104

418-1104

418-1104

ザ・カオルーン 97,800 109,800

1人部屋
追加代金

30,000

38,000

40,000

120,800

112,800

F

128,800

G

お申し込みの 際には、必ず旅行条件書をお受け取り下さい。旅行条件はパンフレットの内容・条件によるほか、別途お渡しするホリデイ企
画旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。 ホリデイご旅行条件書＇抜粋（

幼児旅行代金
＇2歳未満

/航空運賃・食事
・ベッドなし（

15,000円旅行代金お支払い時に別途販売店にてお支払いください。

燃油
サー

チャージ

旅行代
金に

含まれ
て

おりま
す。

ホリデイツアーご参加のお客様へご案内とご注意

フライト

2,040円＇おとな（
1,020円＇こども（ 代金表参照

0 

航空機について

ホテルについて

最終旅行日程表につ

その他

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、おひとりにつき旅行代金の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

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。<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１人につきスーツケース等１個の受託手荷物運搬料金。＇お１人20kg以内が原

則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。（

＇3（添乗員が同行するコースの添乗員経費

上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されな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、食事等含んでいること

を表記されているコースを除く。（、超過手荷物料金、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、

渡航手続関係諸費用＇旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続

代行料金等（、希望者のみが参加されるオプショナルツアー＇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、お客様のご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。

●旅行開始日がピーク時＇4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日

～1月7日（の旅行であって、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10％＇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って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……………………30,000円

旅行代金が10万円以上15万円未満……………………20,000円

旅行代金が10万円未満…………………………………旅行代金の20％

●旅行開始日の14日前～3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

お客様のご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、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・料金の大幅な改訂により、

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

行代金が異なる場合お客様の都合で当利用人員が変更になったときは、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いて理解するように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。

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っ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います。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｣ホームページ http://www.forth.go.jp/ でご確認くださ

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｣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「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、

｢外務省海外安全ホームペ－ジ｣ http://www.anzen.mofa.go.jp 外務省海外安

全相談センター：03－5501－8162 でもご確認ください。

(3)個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」（は、

旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や

運送･宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内に

おいて当該機関等に提供いたします。

ロ．当社、当社のグループ企業である(株)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。

ハ．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

の店頭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、2010年7月１日で

す。旅行代金は、2010年7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。

＇Ｔ（

航空機について

ホテルについて

最終旅行日程表につ

その他
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