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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。

【ニュージーランド注意事項】
★ニュージーランドに観光目的で入国の際は査証（ビザ）又はNZeＴＡ（電子渡航認証）の取得及びニュージーランドへの渡航者のために観光インフラの整備と
自然環境の保護を目的としたIVL(海外渡航者観光保護税)の支払いが必要です。当社にて申請代行を依頼される場合は手数料として、お一人様5,000円（税別）
プラスNZeTA申請料12ニュージーランドドル相当額及びIVL35ニュージーランドドル相当額が必要となります。ご自身でNZeTAを取得されるお客様は、
ご出発当日有効なNZeTAをご自身の責任においてご用意下さい。
※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。

★ニュージーランド入国時の「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、野菜の持ち込みが制限されています。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
Ｌ（スーパーデラックス）

Ｓ（デラックス）

グランドミレニアムオークランド（エグゼクティブスイート）
QTオークランド

スディマホテル･オークランドエアポート

アバニオークランドメトロポリスレジデンス
パークハイアット

エアデール ブティック スイーツ

シティライフオークランド

ナウミ・ホテル・オークランド・エアポート

エムソーシャル オークランド

クエストオークランド

スディマオークランドシティ

プレジデントホテル

ノボテル・エラズリー

ファーブル オークランド

ソフィテル オークランド

ヒルトン

クラウンプラザ

プルマン

グランドミレニアムオークランド

ヘリテージ

グランドチャンセラー
モーベンピック・ホテル・オークランド

ザ・ホテルブリトマート

クラウンプラザ

ノボテル・オークランド・エアポート
ホリデイ・イン・オークランドエアポート

クワドラントホテル&スイーツ

ハートランドホテル・オークランドエアポート

パークサイド ホテルアンドアパートメント

コプソーンオークランドシティー

ブイアール クイーン ストリート ホテル & スイーツ

ザ グランド バイ スカイシティ

ザ・スペンサーホテル

リッジス

シーベル・マヌカウ

ワイプナホテルアンドカンファレンスセンター

ジェットパークエアポートホテル

ホリデーインエクスプレスオークランドシティ

Ａ（スーペリア）

ペッパーズ クリアウォーターリゾート コモドール エアポートホテル

Ｂ（スタンダード）
イビス クライストチャーチ

ハートランドホテルコッツウォルド

シャトーオンザパーク ア ダブルツリーバイ ヒルトン
ファーブルクライストチャーチ

クオリティーホテルエルムス

ブレイクフリーオンカシェル

ディスティンクション・クライストチャーチ

スディマ・ホテル・クライストチャーチ・エアポート

パビリオンズホテル

ノボテル・キャセドラルスクエア

スディマクライストチャーチシティ

クライストチャーチ ザ ジョージ

ヘリテージ

Ｓ（デラックス）
QTクイーンズタウン

ノボテルクライストチャーチエアポート

リッジス ラティマー

Ａ（スーペリア）

Ｂ（スタンダード）

ヒルトン・クィーンズタウン・リゾート＆スパ
オークスクイーンズタウンクラブスウィーツ
メルキュールリゾート

オークスショアーズホテル

ペッパーズ ビーコン

カマナレイクハウス

クラウンプラザ

ヘリテージ

コプソーン・レイクフロント

ソフィテルクイーンズタウン・ホテル＆スパ
ホテルサンモリッツクィーンズタウン

シャーウッド

ラマダスイーツ バイウィンダム クイーンズタウンリマーカブルズパーク ハートランドホテルクィーンズタウン

ラマダクイーンズタウンセントラル

ホリデイ・イン・クィーンズタウン・フランクトンロード

コプソーンホテルアンドアパートメント リッジスレイクランドリゾート

ダブルツリーバイヒルトン・クイーンズタウン ミルブルックリゾート【アロータウン】

シーニックスィーツクィーンズタウン

スディマホテル

ナゲットポイント

スイスベルリゾート コロネットピーク

スディマ クィーンズタウン ファイブマイル

ミレニアム

ノボテル・クイーンズタウン・レイクサイドリーズ

ホリデイインエクスプレス&スイーツ

Ｌ（スーパーデラックス）

ロトルア

Ｂ（スタンダード）
スカイシティー

シーベルキーウェスト

Ｓ（デラックス）

クイーンズタウン

アディナ アパートメント ホテル オークランド ブリトマート

コーディス・オークランド

スタンフォードプラザ(エグゼクティブスイート)

オークランド

Ａ（スーペリア）

スタンフォードプラザ

ソリティアロッジ【ロトルア近郊】

Ｓ（デラックス）

Ａ（スーペリア）

VR ロトルアレイクリゾート

プルマンホテル・ロトルア

スディマ・ホテル・レイクロトルア

ノボテルレイクサイド

ミレニアム

ディスティンクション ロトルア

Ｂ（スタンダード）

アレワパークホテルロトルアイビス
リッジス

コプソーンロトルア
プリンスズゲート

Ｓ（デラックス）

マウントクック地方

Ａ（スーペリア）

Ｂ（スタンダード）

ハミテージ(プレミアムルーム)

ハミテージ(スタンダード)

カントリータイムホテル【オマラマ】

マウントクックロッジアンドモーテル

ハミテージ(スーペリアルーム)

ペッパーズブルーウォーターリゾート【テカポ】

ザゴッドレーホテル【テカポ】

マッケンジーカントリーホテル【トワイゼル】

ヘリテージゲートウェイ【オマラマ】

テアナウ

Ａ（スーペリア）
ディスティンクション テアナウホテル＆ビラ

Ｂ（スタンダード）
キングスゲートホテル

ビレッジイン

Ｓ（デラックス）

ダニーデン

ファブルダニーデン

フィヨルドランドホテル

シーニックサザンクロス

ディスティンクション ダニーデン

シーニックダニーデンシティーホテル

Ｓ（デラックス）

トンガリロ地方

シャトートンガリロ

ディスティンクション ラクスモア

Ｂ（スタンダード）

Ａ（スーペリア）
キングスゲートホテル

ビクトリアホテル

ダニーデンレジャーロッジ

Ａ（スーペリア）
パウダーホーン・シャトー

Ｂ（スタンダード）
ザ・パーク・ホテル ルアペフ
スコーテル・アルパイン・リゾート

Ｌ（スーパーデラックス）

タウポ

フカロッジ

Ｂ（スタンダード）

Ａ（スーペリア）
ヒルトンレイクタウポ

レイクランドリゾートタウポ

ミレニアム・ホテル＆リゾート・マヌエルズ・タウポ

ワイラケイリゾート

レイクタウポモーターイン

レイクランドリゾート

