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日本出発空港施設使用料及び現地空港税、燃油サーチャージは含まれておりませんので、旅行代金支払い時にあわせてお支払い下さい。
ホテル・リストをご覧下さい。
ホテルご指定コース以外は、各都市記載のホテル・リストに明記しております、同グレード内のホテルを利用致します。
同封の「ご旅行条件(要旨）｣を必ずご確認下さい。
最終日程表はご出発の7日前をめどに、お客様のお手元に届くよう発送準備をさせていただきます。
お申込頂きましたご旅行代金は改定があることもございますがご契約時でのご旅行代金が適用となります。予め、ご了承下さい。
特別なご明記がない限り、食事は含まれておりません。
免税手続きは基本的に、お客様自身で手続きをして頂きます。その際、免税カウンターの混雑、営業時間、ご帰国便の出発時間
お乗り継ぎの空き時間によっては、手続きが出来ない場合がございます。

●オセアニアのホテル事情に関してのご案内
■ ２人部屋洋室「ツインルーム」ベッド２台（２つのベッドマットが離れていない・ベッドサイズや種類が異なるタイプもあります。）または「ダブルベッドルーム」大型ベッド１台を
原則的に利用します（事前のご希望はお受けできません。）また、ホテルの事情によりバスタブが無いシャワーだけ（シャワーオンリー）のお部屋となる場合があります。
■ お一人様でご参加の場合は、別途お一人部屋追加代金が必要となります。また、ツアーによってはお一人部屋追加代金を頂いても、お一人様ではお申し込み頂けない場合がございます。
このご利用代金は個室を確保することを意味し、お二人でご参加の場合のツインルームよりも、より良い部屋をご用意するものではございません。また、原則としてお部屋はシングルルームが
基準となりますため、ツインルームより手狭になることが一般的です。
■ トリプルルーム（３名様１部屋）でご利用の場合、２人部屋に簡易ベッド（エキストラベッド）を入れてご利用いただきます。その為、お部屋が手狭であったり、簡易ベッドの搬入が
夜遅くなることが一般的です。また、一部都市、ホテルではトリプルルームのお手配ができない場合もございます。その場合は、別途お一人部屋追加代金が必要となります。
■ オセアニアのホテルでは予告なくホテルの名称変更を行うことがありますので予めご了承ください。
■ オセアニアのホテルでは予告なくホテルの改修工事（リノベーション）を行うことがあり、改修中であってもホテルは通常通り営業することが多くありますので予めご了承下さい。
■ 昨今の海外ホテルでは環境問題への取り組み等により歯ブラシ、スリッパ、パジャマ（浴衣）等がはお部屋にご用意の無いホテルが増えております。タオル、石鹸以外のものはご持参ください。
また、環境保護の一環として、水質汚濁を防ぐ為にご要望のない限りお部屋のタオル交換を毎日行わなかったり、お一人様１枚に限りご用意する場合があります。

●航空機・移動に関してのご案内
■ 出発／帰国便およびオセアニア内の移動便は、必ずしも最適な時間帯を選べません。また、乗り継ぎになり、長時間（約５時間以上）の乗り継ぎ待ち時間となる場合があります。
午後出発が午前出発、午後到着が夜到着などとなる場合がありますが、ご旅行代金のご変更はありません。
■ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などによって旅行日程の変更や目的地での滞在時間の短縮、観光箇所の変更、削除などが生じる場合があります。
このよう場合当社は責任を負いかねます。
■ 航空機のエコノミークラス席は座席配列や個人チェックイン化に伴い、カップル・グループの方でも隣り合わせの席にならない場合があります。また、事前のご希望はお受けできません。
予めご了承ください。また、普通運賃やペックス運賃などのように帰国便の変更は出来ませんのでご注意ください。
■ 当社のツアーではグループ特別割引のエコノミークラスをご利用のため、窓側・通路側などのご希望はお受けできませんので、予めご了承ください。
■ 航空便の中にはコードシェア便（共同運航便・共同運送便）があります。
■ 航空会社のマイレージ登録方法及びご入会方法等、詳しくは各航空会社へお問い合わせください。（マイレージ登録は、お客様自身で行っていただきます。）
■ マイレージプログラム加入航空会社のご希望等はお受けできません。予めご了承ください。

●お食事に関してのご案内
■ 特別なご明記がない限り、食事は含まれておりません。

●その他
■ 現地でのお買い物につきまして、ご購入から免税手続き全て、お客様ご自身の責任おいて商品をお買い求めくださいますようお願い致します。
■ 免税手続きは基本的に、お客様ご自身で手続きをしていただきます。その際、免税カウンターの混雑、営業時間、ご帰国便の出発時間、お乗り継ぎの空き時間に手続きができない場合があります。
その際の責任を当社は負いません。予めご了承ください。
■ ホームページ上に掲載の写真は、皆様にその場所のイメージを掴んで頂くために利用しています。ツアーにご参加頂いても必ずしも同じ角度、同じ高度からの風景をご覧頂けるとは限りません
ので、ご承知おきください。
■ 弊社にて｢航空機、ホテル等の手配が全くなされない｣期間は、｢無手配日｣となります。この期間は【特別補償規定（ご旅行条件書第19項参照）】の対象とはなりませんので、ご注意ください。

●海外危険情報・現地の治安・病気に関してのご案内
■ 渡航先（国・地域）によっては、外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航情報が出されている場合があります。お申し込みの際にご確認ください。
海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。（℡：０３－５５０１－８１６２）（URL：http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/）

●当社の免責事項に関してのご案内
■ 当社は旅行契約の履行にあたり、下記事由によりお客様が損害を被られた時は、当社は責任を負いませんので予めご了承ください。
・天災地変・戦乱・暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。例えは、台風によるフライトキャンセルなどにより旅行日数が短縮となった場合でも、
ご旅行代金の返金はございません。
・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
・自由行動中の事故。特にフリータイム中の事故（盗難など）が多いため、ご注意をお願い致します。
・運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
・運送機関での手荷物の滅失・紛失又は破損に対する損害に関しては、各航空会社の航空約款に準じます。詳細は各利用航空会社にお問い合わせください。

【オーストラリア注意事項】
★オーストラリア入国の際は査証（ビザ）又はＥＴＡＳ（電子入国許可）手続きが必要です。弊社にて E T A S 取得依頼の
場合はおひとり様4,000円（税別）にて承ります。ご自身でＥＴＡＳを取得されるお客様は、
ご自身の責任においてご出発当日有効なＥＴＡＳをご用意下さい。
※日本国籍のお客様の場合の条件です。日本国籍以外の方は、ご自身で、自国の領事館、渡航先国・経由国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

★オーストラリア入国時の「検疫」は非常に厳しく、生息する動植物及び生態系を守るため、生きている動物はもちろん、
乳製品や卵、肉、果物、野菜も持ち込み禁止です。日本から食料品を持ち込む際は、機内で配布される入国カードの
質問内容に従い、ご到着の空港にて 申告を行ってください。申告をせずに持ち込みが発覚した場合は
罰金の対象となることがございますので、十分ご注意ください。当社では責任を負いません。
東京

旅行業取扱主任者とは、お客様の取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありまし
たら、ご遠慮なく左記の旅行業務取扱主任者にご質問ください。

●【LL・L・S・A・B】のグレード分けは、グレードの高い順にLL（ラグジュアリー）⇒Ｌ（スーパーデラックス）⇒S（デラックス）⇒A（スーペリア）⇒B（スタンダード）となります。
原則として各コース毎に表示したグレードのホテルを利用しますが、場合によっては上位グレードのホテルを利用する場合があります。
●ホテルの名称は、ホテル側の都合により変更となる場合がございます。
●ホテルの事情により、浴室にバスタブが無いシャワーのみ（シャワーオンリー）のお部屋となる場合があります。現地判明となりますので、ご了承下さい。
都市

ホテルカテゴリー
ＬＬ（ラグジュアリー）

Ｌ（スーパーデラックス）

Ｓ（デラックス）

インターコンチネンタル(エグゼクティブスイート）

インターコンチネンタル(ハーバービュー)

アモラ・ホテル・ジャミソン・シドニー

シャングリラホテル

ヒルトン・シドニー

フラトンホテル・シドニー(ヘリテージデラックス)

シェラトン・グランド・シドニー・ハイド パーク(パークビュー）

インターコンチネンタル

スイスホテル

フォーシーズンズホテル

ソフィテルウエントワースシドニーフラトンホテル・シドニー

サースタンフォードアットサーキュラーキー(デラックスハーバービュー) シドニー・ハーバー・マリオット・ホテル・アット・サーキュラー・キー

キンプトン マーゴット シドニー

シェラトン・グランド・シドニー・ハイド パーク(エグゼクティブスイート)

(ハーバービュー、オペラビュー)

ザ・スター・グランドホテル&レジデンス

パークハイアットシドニー

シャングリラホテル(エグゼクティブグランドハーバービュー)

シャングリラホテル(デラックスグランドハーバービュー、

ザ・ランガム・シドニー

ハイアットリージェンシーシドニー

パークハイアット(オペラハウスビュー)

デラックスオペラハウスシティビュー、デラックスダーリングハーバービュー) サースタンフォードサーキュラーキー

ソフィテル・シドニー・ダーリング・ハーバー

フォーシーズンズホテル(ハーバービュー)

シェラトン・グランド・シドニー・ハイド パーク

ピアワンシドニーハーバーオートグラフコレクション

フラトンホテル・シドニー(ヘリテージスーペリア)

シドニー・ハーバー・マリオット・ホテル・アット・サーキュラー・キー

Ａ（スーペリア）

シドニー

ラディソン・ブル・プラザ・シドニー

Ｂ（スタンダード）

ヴァイブホテル･シドニー

ノボテル・シドニー・オン・ダーリングハーバー

メルキュール・シドニー

イビス・シドニー・ワールドスクエア

ヴァイブホテル・ダーリングハーバー

ノボテル・シドニー・ダーリング・スクエア

リッジス キャンパーダウン

イビスホテル・ダーリングハーバー

トラベロッジホテル・シドニー

ヴァイブホテル・ノース・シドニー

ノボテルシドニーセントラル

リッジスシドニーエアポート

キャピトルスクエアホテル
セントラル スタジオ ホテル シドニー

メトロホテル・マーロー・シドニー・セントラル

クラウンプラザシドニーダーリングハーバー パークロイヤル・ダーリングハーバー

リッジスシドニーセントラル

コートヤードバイマリオットシドニーノースライドフォーポインツバイシェラトン・シドニー・セントラルパーク リッジスシドニーハーバー
プルマン・シドニー・ハイドパーク

リッジズノースシドニー

ザシーベルレジデンスチャッズウッド

ホリデイ・イン・エクスプレス・シドニーエアポート

リッジスワールドスクエアシドニー

ザタンクストリーム

ホリデイ・イン・ダーリングハーバー
ホリデイ・イン・ポッツポイント

スタンフォード・プラザ・シドニー・エアポート

メトロアスパイアホテル

ＬＬ（ラグジュアリー）

リッジスキャンパーダウンホテル

デビアホテル

ザ・グレース

シドニー・ブールバード

トラベロッジ・ウィンヤード

Ｌ（スーパーデラックス）

JWマリオット ゴールドコーストリゾート＆スパ(エグゼクティブスイート)

Ｓ（デラックス）

シェラトングランドミラージュ(ガーデン)

Q1リゾート＆スパ ゴールドコースト

ベル・エア・オン・ブロードビーチ

インターコンチネンタル・サンクチュアリーコーブリゾート（クイーンズランダースイート）JWマリオット ゴールドコーストリゾート＆スパ

QTゴールドコースト

マントラ・オン・ビュー

シェラトングランドミラージュ(ラグーン)

パラッツォ・ヴェルサーチ

RACV ロイヤルパインズリゾート

パラッツォ・ヴェルサーチ(スイート)

ヒルトンサーファーズパラダイス・レジデンス（2ベッドルームレジデンス）
マントラ・オン・ビュー(オーシャンビュー・スイート）

オークスゴールドコーストホテル(オーシャンビュー）

ペッパーズソウルサーファーズパラダイス

ザ・スター・ゴールドコースト

マントラ・オン・ビュー(オーシャンビュー・スイート）

ソフィテル・ゴールドコースト・ブロードビーチ

ゴールドコースト
Ａ（スーペリア）

Ｂ（スタンダード）

オークスゴールドコーストホテル(部屋指定なし）

ソブリン・ホテル・ゴールドコースト

マントラ・レジェンズ

オライリーズ・レインフォレスト・リトリート

ノボテルサーファーズパラダイス

マントラクラウンタワーズ

クラウンプラザ・サーファーズパラダイス

バイブホテル・ゴールドコースト

シーワールド・リゾート

ボコ・ゴールドコースト

ＬＬ（ラグジュアリー）

マントラ・サンシティー・サーファーズパラダイス

アイランド・ビーチリゾート

ビーチコマーリゾート・サーファーズパラダイス

パラダイスアイランドリゾート

ブレイクフリー・コスモポリタン

パラダイスリゾート・ゴールドコースト

マーメイド・ウォータースホテル・バイ・ナイトキャッププラス

Ｌ（スーパーデラックス）

Ｓ（デラックス）

シャングリラホテル・ザ マリーナ ケアンズ

シャングリラホテル・ザ マリーナ ケアンズ（エグゼクティブ・マリーナビュー）

クリスタルブルック・フリン

ヒルトンケアンズ

(ホライズンクラブ)

ヒルトンケアンズ（デラックス）

クリスタルブルック・ベイリー

プルマン ケアンズ インターナショナル

マントラトリロジー（１BEDルームアパートメント）

プルマン ケアンズ インターナショナル(ハーバービュー)

クリスタルブルック・ライリー

プルマンリーフカジノ

リッジズ・エスプラネード・リゾート(１BEDルームアパートメント)

シャングリラホテル・ザ マリーナ ケアンズ マントラ・エスプラネード（１BEDルームアパートメント）

ケアンズ

Ａ（スーペリア）

Ｂ（スタンダード）

オークス・ケアンズ・ホテル

ブレイクフリー・ロイヤル・ハーバー

アカシアコート

ケアンズ・コロニアルクラブ・リゾート

ザ・ベンソン・ホテル

ザ・シーベルケアンズハーバーライト

ホリデイ・イン・ケアンズ・ハーバーサイド

アボットブティック

ケアンズ・シェリダン・ホテル

サンシャインタワー

ダブルツリーバイヒルトン

マントラエスプラネード

イビススタイルズケアンズ

ケアンズゲートウェイリゾート

パームロイヤルホテル

ノボテルケアンズオアシスリゾート

マントラトリロジー

イル・パラッツオ・ブティックホテル

ケアンズプラザ

ベイビレッジトロピカルリトリート

パシフィック・ホテル・ケアンズ

リッジズ・エスプラネード・リゾート

クイーンズコート

コーラルツリーイン

ラマダ・バイ・ウィンダムケアンズシティーセンター

ＬＬ（ラグジュアリー）

Ｌ（スーパーデラックス）

ロンギチュード131"

Ｓ（デラックス）
セイルズ・イン・ザ・デザート（スーペリアルーム）デザート・ガーデンズ（デラックス・ロックビュー）

セイルズ・イン・ザ・デザート（テラス・ルーム）

エアーズロック

デザート・ガーデンズ（デザート・デラックス）

Ａ（スーペリア）

Ｂ（スタンダード）

デザート・ガーデンズ（ガーデンビュー）

アウトバック・パイオニア

ＬＬ（ラグジュアリー）

エミューウォークアパートメント

ロスト・キャメル

Ｓ（デラックス）

Ｌ（スーパーデラックス）

ザ・ランガム(1ベットルームスイート）

クラウンタワーズ

インターコンチネンタル・メルボルン

ザ・ウィンザー

ソフィテルメルボルンオンコリンズ

ソフィテルメルボルンオンコリンズ(デラックススイート)

ソフィテルメルボルンオンコリンズ(スーペリア)

ウェスティンメルボルン

ザ・コモ・メルボルン

パンパシフィックメルボルン

パークハイアットメルボルン

メルボルン

クラウンメトロポール

シェラトンメルボルン

プルマン・メルボルン・オン・ザ・パーク

グランドハイアット

スタンフォードプラザ

マントラオンラッセル

Ａ（スーペリア）
オークス・オン・コリンズ

Ｂ（スタンダード）
プルマン・メルボルン・アルバートパーク

YEHSホテルズ・メルボルン・シービーディー

オークス・オン・マーケット

ダブルツリーバイヒルトン・メルボルン

ベイビュー･エデン･メルボルン

イビス・メルボルン・セントラル

プルマン＆メルキュール・メルボルン・アルバートパーク

クラウン プロムナード

ノボテル・メルボルン・オン・コリンズ

ホテル・グランドチャンセラー・メルボルン

ィビス・メルボルン・ホテルアンドアパートメント

プルマン・メルボルン・オン・スワンストン
ホリデイ・イン・オン・フリンダースラディソン・オン・フラッグスタッフガーデンズ

バットマンズヒル・オンコリンズ

クラウンプラザ・メルボルン

ノボテル・メルボルン・セントラル

ホリデイ・イン・エクスプレス・サウスバンク

オヴォロレーンウェイズ

クラリオン・スイーツ・ゲートウェイ

パークロイヤル・メルボルン・エアポート

マントラ・オン・ジョリモント

グレートサザンホテル・メルボルン

グランドホテル・メルボルン

ビュー・メルボルン

メルボルンマリオット

ザ・ヴィクトリアホテル・メルボルン

メルキュール ノースメルボルン ランデブーホテル・メルボルン
メルキュール・メルボルン・アルバートパーク

リッジスメルボルン

サボイホテル・オン・リトルコリンズ

メルキュールホテルウェルカム

Ｓ（デラックス）

Ａ（スーペリア）

Ｂ（スタンダード）

QTパース

クラウンプラザ

ペッパーズ・キングス・スクエア

イビス

インターコンチネンタル・パース・シティーセンター

クラウンプロムナード

マントラオンヘイ

インナー・シティ・アパートメンツ

ペンシオーネ

ウェスティンパース

ジュンダラップリゾート

マントラオンマレー

キー・パース

ホリデイ・イン・シティセンター

クラウンタワーズパース ハイアットリージェンシー・パースノボテル・スワンバレー・ヴァインズ

クオリティホテル・アンバサダー・パース

メトロホテル･パース

ノボテル・パース・ラングレー

グレート・サザン・ホテル・パース

ランデブーホテルパースセントラル

コモ・ザ・トレジャリー

フレイザー・スイーツ・パース

フォーポインツバイシェラトン

コンフォートイン＆スイーツ・グッドアース・パース

ダクストン

ランデブーホテルパース スカボロ

シーズンズオブパース

パーメリア・ヒルトン

リッツカールトンパース

シタディーンズ セントジョージ テラス

ＬＬ（ラグジュアリー）
クオリア

メルキュール・パース

トラベロッジパース

パンパシフィックパース

クラウンメトロポール

ハミルトン島

ランガム

シタディーン・オン・バーク・メルボルン

シーベル・メルボルン・フリンダース・レーン

パース

レイク・セントラル・ケアンズ

Ｌ（スーパーデラックス）
ビーチクラブリゾート

Ｓ（デラックス）
リーフビューホテル

Ａ（スーペリア）
ウィットサンデー・ホリデーアパートメント

Ｂ（スタンダード）
パームバンガローズ

