
クルーズについて
●クルーズは気象状況や船の運行上の都合により、航路、寄港地、時間

が変更または割愛（抜港）となる場合があり、その場合も旅行代金の変
更はありません。 

●乗船中のお支払いは基本的に全てクルーズカード（船室の鍵を兼ねた
船内専用のカード）にて行う為、 決済に必要な国際クレジットカード

（VISA、MASTER等）を必ずお持ちください。乗船後、船上にて船会社
へ登録し、下船日前日に精算（＝クレジットカードより引き落とし）となりま
す。なお、支払いが義務付けられている船上チップ（レストランの給仕
係と客室係用）は日本事前払いの船会社を除き、所定額が下船前の
精算時に計上されますので、予めご了承ください。

飛行機について
●掲載日程表のフライトスケジュールは2019年8月7日現在のもので、予

告なく変更となる場合がございます。
●パンフレット掲載に明記がない場合は全てエコノミークラス席利用のコ

ースで、隣席の保証はございません。
●ご利用いただく航空会社および便名は、出発前にお渡しする最終確

定書面にてお知らせします。
●ご利用の座席種別（ エコノミークラス席、 上級エコノミークラス席、 ビジ

ネスクラス席）を問わず座席位置のご希望はお受けいたしかねます。
● 航空機の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、またこれらによっ

て生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮及び観光箇所の変
更・削除等については責任を負いかねますが、当初の日程に従った旅
行サービスが提供できるよう努力をいたします。

● 航空機の座席配列や空港での個人チェックイン化に伴い、グループ、カ
ップルの方でも隣合わせにならない場合があります。例えば、通路を挟
んだ座席、前後の座席、又は離れた座席になる場合がございます。

● 航空機による出発や到着の時間帯が日程表内に掲載のものから変更に
なる場合や特に明記をしていない場合でも出発から最終目的地までの間
に2回以上の乗継を行ったり、乗継便と掲載されていても直行便となる場
合があります。いずれの場合も旅行代金の変更はございません。

● 各航空会社の規定の重量や個数を超える荷物を預ける場合や大型手
荷物をお持ちになる場合は、超過手荷物料が必要となる場合がありま
す。また渡航先では陸路移動区間において、別途持込手数料が必要と
なったり、お引き受けできない場合もありますので、該当する可能性のあ
る方はご予約時に持込物の内容・大きさ・個数をお申し出ください。

●「利用航空会社」欄に明記された航空会社の適用区間は原則的に日本
発着の国際線区間のみで、他区間（乗継便）は掲載以外の航空会社に
なる場合があります。また、ご利用になられる航空機が、他の航空会社
の機材及び客室乗務員で運行される場合がございます。

● マイレージサービスなどの航空会社が行うサービスに関しては、頻繁に
規則が変わります。詳しくは、各航空会社へ直接お問い合わせくださ
い。当社では原則としてマイレージサービスに関する航空会社への取
次ぎ、ご質問は承っておりません。

セキュアフライトプログラムについて
米国運輸保安局の求めにより、米国発着便をご利用のお客様はパ
スポート記載のお名前、生年月日、性別、レドレスナンバー（該当され
る方のみ）を航空会社へ報告する必要があります。ご予約時に正
確な情報を担当にお申し出ください。

ビジネスクラス席について
●ビジネスクラスを確約するコースを除き、ビジネスクラス席のご利用は別

途追加代金にて承ります。但し、ご用意する区間は原則として日本発
着の国際線のみで、 他区間はエコノミークラス（Ｙクラス席） のご利用
となります。またご利用便・チェックイン受付・現地での旅行サービス内
容（移動車両・食事・ホテル・キャビン等）はエコノミークラス席をご利用
のお客様と同一です。

● ビジネスクラス確約コースを除き、ビジネスクラス席のご利用を希望され
る場合、エコノミークラス席利用便が決定してからの手配となり、ご希望
に添えない場合があります。その場合は基本日程の座席（エコノミーク
ラス席）にてご参加いただきます。ビジネスクラス席の予約をお取りす
ることが出来ずにお申込コース自体を取り消す場合は、お申し出時期に

より取消料がお客様負担となりますので予めご了承ください。
●当社で手配するビジネスクラス席は並び席の事前確約ができず、座席

番号は原則として当日空港でのご案内となります。また航空会社が独
自に行う付帯サービスやキャンペーンは適用されません。  

ホテルについて
●利用ホテルはコースページ及び巻末ホテルリストをご参照ください。原

則として各コースに表示されたクラスのホテルをご用意しますが、場合
によっては表示より高いクラスのホテルとなる場合がございます。

●ホテルの名称はホテル側の都合により予告なく変更となる場合がござ
います。

●ホテル内の施設は同一クラスのものであっても国・地方によりかなりの
格差が発生する場合がございますので、予めご了承ください。

●2人用のお部屋は原則としてベッドが２台のツインベッドをご用意しますが、
ツインベッドルームが少ない場合、ご夫婦、ハネムーンでのご参加の場合は
現地風習上ダブルベッドルームをご利用いただく場合がございます。

●3名１室利用希望の場合、2名定員の部屋に簡易ベッドを入れる為大
変手狭となります。また、簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなる事が一般
的です。3名様で１室をご用意できない場合は2部屋ご用意します。そ
の場合、お1人部屋追加代金は不要です。

●お部屋番号の指定、コネクティングルーム指定及び隣室保証は承って
おりません。

●ホテルランク／クラスは各国のホテルランクや現地手配会社からの情
報を基に当社が独自で設定したものです

●ホテルによっては異なるタイプの部屋（部屋の向き、広さ、調度品など）
を同クラスとしているため、同じツアーのお客様に同一タイプのお部屋
をご用意出来ない場合がございます。

●ご利用のホテルにより全室禁煙の場合がございます。（喫煙室・禁煙
室のご指定はお受け致しかねます）

●ホテルのチェックインは通常15：00以降となります。時間帯又はグルー
プの人数によりチェックインに時間がかかる場合がございます。またお
一人ずつホテル所定の宿泊カードへの記入が必要となる場合があり
ます。国際電話やお部屋でのミニバー用として国際クレジットカードの
提示又は現金でのデポジット（保証金）を請求される場合がございます。
これは旅行代金に含まれない電話代やお部屋のミニバー利用など、個
人的な勘定の保証としてカードの控えをホテル側がお預かりするもの
です。また、ホテルのチェックアウトは通常正午以前となり、チェックアウ
トの手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

●宿泊都市によっては宿泊する旅行者を対象にホテルリスト掲載の「宿
泊税」が課され、チェックアウトの際に別途お支払いいただきます。尚、
金額や条件は予告なく変更される場合がございます。

キャビン（船室）について
● 3・４名1室を利用可能な客室数には限りがある為、予約状況によって

はご用意できない場合がございます。
● 3・４名1室を利用希望の場合、2名定員の部屋に簡易ベッド（エキストラ

ベッドやプルマンベッド、ソファーベッド）を入れるもしくは可動式ベッド利
用の為大変手狭となります。

● １人部屋（シングルルーム）希望の場合、2人用のお部屋をお1人でお使
い頂きますが、キャビン数に限りがある為、リクエスト対応となる場合が
あります。

● キャビン番号の指定、コネクティングルーム指定及び隣室保証は承って
おりません。

● 船によっては異なるデッキ（階層）を同グレード、同一料金としている場
合、同じツアーに参加のお客様で同一のデッキ（階層）のお部屋をご用
意できない場合がございます。また、同じキャビンカテゴリーでもキャビン
内の形やバルコニーの計上が異なる場合がございます。

● キャビンが他のお客様とのコネクティングルームになる場合があります。
その場合、キャビン同士を隔てているドアの鍵は閉めますが、通常より
隣の音が聞こえやすい場合がありますので、予めご了承ください。

● 当パンフレットで用いるキャビンは団体用特別料金の為、船会社が独自で
設定しているサービスやキャンペーンが適用されない場合がございます。

オプショナルツアーについて
● 施設の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、ストライキなどの理由

お申し込み前のご案内とご注意 
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により観光箇所の変更、又は実施日が変更となる場合があります。ま
た、それにより自由行動時間に影響が出る場合がございます。

● 日曜日、祝祭日には店舗、美術館、博物館、商店などが休業・休館となる
場合があります。

●パンフレット、日程表内に「ショッピング」の記載が無い場合でも、お客様
の便宜を図るため、観光中や送迎中にお土産物店などに立ち寄る場
合がございますが、入店や購入を強制するものではございません。弊
社では店の選定に万全を期しておりますが、一部の国 （地域）によって
は不良品や偽物が混入し、返品、返金出来ない等のトラブルが生じる
場合がございます。 弊社では商品の返品・交換等のお手伝いができ
ませんので、購入時はお客様の責任の下、品物を受け取る際は必ず中
身を確認し、レシートをお受け取りください。なお別送は時間を要する上
に紛失・破損の可能性が高いため、極力お避けください。

●天候などの事由により抜港または寄港時間が変更になり、予定していた観
光が実施できない場合でも、観光にあたる代金分の返金はございません。

● 自由行動中に購入されたものに対する責任は負いかねます。
● ワシントン条約により日本への持ち込みが禁止されている品物がござ

います。購入の際には十分ご注意ください。
● 祝日や宗教行事、特別貸切、現地事情等により入場観光施設が閉館と

なる場合がございます。閉館となった場合は入場せず、外観観光又は、
代替観光にてご案内します。

●地域により日本語ガイドがいないため、英語ガイドがご案内し、添乗員
が説明する場合がございます。

●ヨーロッパにおける観光では、石畳の路や美術館内を歩く事が多くありま
す。そのため、スニーカーや履き慣れた平底の靴など、滑りにくく歩き易い
靴をご用意ください。また、寺院などの観光の際、ノースリーブやミニスカー

ト、短パンなど、肌の露出度の高い服装では入場できない場合があります。

日曜・祝祭日などの注意
●日曜日、祝祭日には店舗、美術館、博物館、商店などが休業・休館となる

場合があります。
美術館、博物館、教会、寺院などについて

●展示物は入替、又は他への出展中となる場合がございます。教会や
寺院はミサなどの宗教行事のため、外観のみの見学となったり、内部の
説明ができない場合がございます。博物館などでは基本的にフラッシ
ュが使用できないため、高感度フィルムをご利用ください。また、撮影が
許可されている遺跡や博物館では、カメラやビデオの持込料が必要と
なる場合がございます。

歴史的建築物について
●城や宮殿、教会や大聖堂などの歴史的建築物は、その保存のため随

時修復工事が行われます。そのため一部がご覧いただけない場合が
ございます。

その他
●市内観光やオプショナルツアー参加中は、貴重品及び現金に関しては

必ずご自身で管理してください。

免税払い戻し手続きについて
● 個人の所有を目的として品物を購入し、未使用の状態で持ち出しをす

る場合、免税分の払い戻しを受けることができます。購入品最少限度
額・免税指定小売店等の制限がございます。空港内の手続きに関し
てはご購入品の現物が必要となる為、機内預け品とせず、必ず手荷物
としてお手元にご用意ください。

●手続き方法の確認はお客様個人の責任において各自購入店舗で行
っていただきます。但し、空港内の混雑や乗継時間などの諸事情によ
り免税払い戻し手続きが出来ない場合でも、弊社では責任を負いかね
ますのでご了承ください。

● 免税払い戻し手続きに関し、ご帰国後の相談は受けかねますのでご了
承ください。

食事について
●旅行代金には日程表に明示した食事代金・税・サービス料を含みます

が、お客様が注文されたお飲物・追加料理や有料レストランでの飲食
代はお客様負担です。

●各コースの日程表内に明示した食事回数に機内食は含みません。利
用便により機内食が軽食となる場合や提供されな い場合があります。

この場合、旅行代金の変更はありません。逆にホテル・レストランでの
食事が機内食へ変更となる場合は別の日へ振替、または当該食事代
の払戻しをいたしますが、ボックスミール（箱入りのサンドウィッチ等）に
て提供をした場合は払戻し対象外です。 

●日程表中に特記がない限り、ホテルでの朝食は原則コンチネンタルま
たはアメリカンブレックファストとなりますが、地域によっては日本の様に
朝食を多く取る習慣がない為、パン・飲み物・チーズ・コーンフレーク類
のみしか用意のない場合があります。また、早朝出発等の場合は簡単
なボックスミールとなる場合があります。

●旅行代金に船内のお食事（メインダイニングとビュッフェレストラン）は含
まれますが、別料金で有料レストランの利用も可能です。

●コースページ内に記載が無い場合は船内メインダイニングの利用希望
時間は承っておりません。

●船内メインダイニングの座席は指定席となり、原則的に航海中は他の
お客様との相席かつ毎日同じ席でのお食事となります（一部クルーズ
を除く）。なお時間や座席指定の無いオープンシーティングが適用とな
る場合もございますので詳細は乗船時にご確認ください。

●港に停泊中も船内でのお食事はご用意いたしますが、寄港地ツアー等で上
陸し、船内でお召し上がりになれなかった場合でも、返金はございません。

乗船・下船に関して
●各寄港地では自由に乗下船ができます。乗船は出港時間の1時間以

前、下船は入港時間の1時間以後が目安となりますが、詳細は船上に
てご確認ください。

●最終目的地到着後は約２時間、船内又は港内ターミナルでお待ちいた
だきます。これは現地の政府機関により、乗客の下船前にスーツケー
スを下ろすことが義務付けられていることと入国審査や税関手続きな
どに時間がかかるためです。下船後のスケジュールは余裕を持って計
画してください。

ショアエクスカーション（寄港地ツアー・オプショナルツアー）
●船会社（代理販売含む）のショアエクスカーション（オプショナルツアー）お

よび弊社企画の寄港地観光プランは乗船時に満員の場合があります。
●日本発着船コースにおいて船会社のショアエクスカーションは原則、船

上またはお客様ご自身にて直接船会社へお申し込みください。弊社で
はシステム上、代行予約をお受けできません。

●航空機を利用する海外発着船コースにおいて船会社（代理販売含む）の
ショアエクスカーションは原則、船上にてお申し込みください。なお混乗バ
ス（外国籍の方との相乗り、ご案内は英語のみで日本語の通訳は無し）と
なる場合がほとんどですが、添乗員は同行いたしません。

●弊社企画の寄港地観光プラン（後日発表／別代金）は特記が無い限
り、現地係員がご案内いたします。

特別な配慮が必要なお客様について
●車椅子や医療用機具をお持ちになる方、特別治療を日常的に必要と

する方は船会社へ事前通知が必要となる場合がございますのでご予
約時にお知らせください。船会社の判断によっては所定の書類をご提
出いただく場合がございます。

● 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、措置が必要となる可能性があります。詳細は「旅行条件書」の

「5、申込条件」を確認の上、特別な配慮・措置が必要となる可能性が
ある方は必ずお申し込みの際にその旨と旅行中に必要となる措置の
内容を具体的にお申し出ください。なお旅行契約成立後に当該の状
態になった場合も直ちにお申し出ください。

●上記のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこ
れに応じます。お客様の状況および必要とされる措置についてお伺
いし、書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様の
希望有無に関わらず、ご参加に必要な特別措置に要する費用は原則
としてお客様の負担とします。

●当社は旅行の安全かつ円滑な実施の為に介助者や同伴者の動向、
医師によって作成された英文診断書の提出、コースの一部内容を変更
すること等を参加条件とする場合があります。またお客様からお申し
出いただいた措置、および当社が必要と判断した措置を手配すること
ができない場合は、旅行契約をお断りし、契約の解除をさせていただく
ことがあり、お申し出の時期により原則としてお客様の負担とする所定

［お申し込みいただく前に下記事項、旅行条件書、各コース毎の掲載内容を必ずお読みください］
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の取消料が掛かります。
●ご妊娠中の方および、今後その可能性が有る方はご予約時にお知ら

せください。ご妊娠中の方は 医師によって作成された英文診断書の
提出が必要です。なお下船時に妊娠24週以降となるお客様の乗船
はできません。妊娠23週未満の場合も、英文診断書をご予約時にご
提出ください。

● 各コースの観光地によっては、観光地において手すりの無い階段や、
石畳のある道路が多かったり、長時間の徒歩による観光や、足元の悪
い遺跡観光などが含まれている場合がございます。お客様のお身体
の状態によっては、身体に大きな負担がかかり、介助が必要と予想され
るコースもございます。詳細は担当者へお問い合わせください。

旅券（パスポート）とビザ（査証）に関して
● ご旅行のお申込み時（少なくとも取消料発生日前まで）に、乗船券発券

時に必要なパスポート情報（パスポート番号、発行年月日、有効期間、国
籍、生年月日）をご予約された営業所又は担当者までメール又はお電話
等にて必ずご連絡ください。船会社の規定により旅行終了時に有効
期限を6ヶ月以上有するパスポートが必要です。

 ●旅券をお持ちでない方、有効期限切れのお客様は少なくともお申込
みツアーの取消料発生日前までに入手する必要がございます。また渡
航先によっては所定の残存期間が必要な場合や、滞在の為のビザを
必要としている国もございます。渡航先の条件に関しましては、お客様
ご自身でご確認いただくと共に、予約担当者にお問合せください。な
お、乗継ぎでご旅行の場合、利用航空便のルートによっては目的国以
外の旅券残存有効期間が必要となる場合もあります。原則としてシェ
ンゲン条約加盟国で乗継ぎ目的国へ向かう場合は最初のシェンゲン
条約加盟国での入国となり、その国の規定が適用されます。

●ご旅行中は、旅券をお客様の責任で管理していただきます。また渡航
先での旅券等紛失に備え、ご出発前に旅券のコピーと旅券用の写真
を旅券と別にお持ちになることをお勧め致します。

●日本発着船では通関手続き等で時間的な便宜を図るため、一部の船
会社に於いて、旅券のコピーをお持ちいただく必要がございます。

●次の国では別途ビザ（査証）や事前の渡航認証の取得が必要です。
有料にて代行手続きも承りますので、お申し付けください。

アメリカ　ESTA（エスタ／アメリカ電子渡航認証システム）

登録時US$14が必要です。
（支払いには申請者のクレジットカード〈マスター、ビザ、アメックス、ディスカ
バー〉の番号が登録時に必要です）。エイチ・アイ・エス店頭で、ESTAの
代行登録【コード：VUS】を受け付けております。
■代金：6,000円（お1人様あたり／消費税込み）
※代行登録には、パスポートが必要です。（MRP旅券は不可）
※アエロメヒコ航空利用コースはアメリカ乗継がないのでESTAは不要です。

カナダ　電子渡航認証（eTA）　

カナダへ入国する日本国籍者を含む一次滞在査証免除国籍者はElectronic 
Travel Authorization（eTA）の事前取得（登録）を義務付けられます。
■対象国籍：日本国籍を含む一次滞在査証免除国籍
■料金（実費）：7カナダドル
■有効期間：5年間またはパスポートの有効期間満了日まで
なお、上記の情報は2019年5月現在で公開をされている情報となります。今後、情報が
更新・変更される可能性がございますので、必ずお申し込みの店舗へご確認ください。

オーストラリア　ETAS（イータス）

ETAS（Electronic Travel Authority System:イータス）とは、オーストラリ
ア従来の査証（ビザ）に代わる新たな入国許可システムのこと。これを利
用すると、通常の入国手続きが簡素化され、また登録した日から1年間何
度でも使用できます。観光を目的として入国する場合には、観光ETASの
登録手続きを行ってください。
■登録申請方法　必要書類：パスポート　滞在期間：3ヵ月以内
エイチ・アイ・エス東日本ビザセンター（03-6863-3790）にて申請代行を受け付けてお

ります。お気軽にお問合せください。

ニュージーランド　NZeTA 
（New Zealand Electronic Travel Authority／電子渡航認証）

2019年10月1日以降ニュージーランドの入国にはNZeTA（電子渡航認証）
の事前取得（登録）が必要です。同時に環境保護・観光税(IVL)が導入さ
れ、NZeTA申請時に支払いが必要となります。【ニュージーランド移民局の
ホームページ https://nzeta.immigration.govt.nz】もしくは【ニュージーランド
移民局のモバイルアプリ】からNZeTAの登録手続きを行ってください。
■有効期間：2年間（パスポート残存有効期間が2年以上有る場合）
■滞在可能期間：3ヶ月（入国日から起算して3カ月目に出国）
■登録申請方法　必要書類：パスポート　滞在期間：3ヵ月以内
エイチ・アイ・エス東日本ビザセンター（03-6863-3790）にて申請代行を受け付けてお

ります。お気軽にお問合せください。

　※ 旅券の未使用査証欄が2ページ以上必要な場合があります。

添乗員について
 ●「働き方改革関連法」の2019年4月1日施行に伴い、添乗員の労働時

間に上限規制が導入されます。そのため、やむを得ず行程中の食事時
間は添乗員の休憩時間とさせていただき、お客様とは別テーブルとな
る場合がございます。また、自由行動時は原則お客様ご自身でお過ご
しいただきます。予めご了承ください。

パンフレット掲載の写真に関して
● パンフレット掲載の写真はお客様にその土地のイメージを掴んでいただ

くためのものとなります。ツアーご参加いいただいても必ずしも同じ角
度、同じ高さからの風景をご覧いただけるとは限りませんのでご承知置
きください。

その他
● シンガポール及びタイ入国時のへタバコの持込は課税対象（自己申告）

となります。また電子タバコ類は持込禁止で、所持していた場合は没
収だけでなく、罰金や禁固の対象となります。

● 米国運輸保安局（TSA）の指示により2018年6月30日から米国行の
便では12オンス／350mlを超える粉末状物質は機内へお持ち込みで
きません。

●2012年2月1日よりイタリアでは、高額な現金での決済を制限する新法
律（高額現金決済禁止法）の施行により、1,000ユーロ以上の現金支
払い（日本円等の外貨を含む）が禁止となりました。支払い合計金額
が1,000ユーロ以上とな る場合には、クレジットカードやトラベラーズチ
ェック等、決済記録の残る方法による支払いが義務付けられますので、
ご注意ください。

お荷物について
航空会社に預けるお荷物について

●機内に無料で預けられる手荷物の個数・重量・サイズの制限は航空会
社により異なります。制限を超えると有料となる場合やお預かりできな
い場合がございますので、各航空会社にお問合せください。 

●貴重品や壊れやすい物等は手荷物として機内にお持ちになることを
お勧めします。また、カメラのフィルム等も高性能検査機器類の使用に
より感光するなどの影響が考えられるため、手荷物として機内にお持
ちになることをお勧めします。 

●航空会社にお預けになったお荷物が紛失した場合に備え、貴重品や1
〜2日分のお着替え、お薬などの必要最低限の身の回り品を機内にお
持ちになることをお勧めします。 

現地移動時のお荷物について

●原則的にお一人様あたりスーツケース1つ及びその他の手荷物1つと
させていただいております。スーツケースが2つ以上になる場合は追加
代金が発生することがあります。 

●スーツケース等のお預けになるお荷物のホテル搬出時間は、ホテルや
その他の事情により、ホテル出発時刻よりも大幅に早くなることがござ
います。

お申し込み前のご案内とご注意 
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［お申し込みいただく前に下記事項、旅行条件書、各コース毎の掲載内容を必ずお読みください］

※ホテルグレードの名称や各ホテルのグレードに関しては、弊社独自の基準により選定したものであり、ホテル独自の掲げる星数等や他の旅行会社等のリストとは異なります。 
※ 宿泊する旅行者を対象に宿泊都市により「宿泊税」が課税されます。最終の対象都市・課税金額などの詳細はご出発前にお渡しする案内書面をご覧ください。なお宿泊税は現

地事情により予告なく変更となる場合もございますのでご了承下さい。また現在、課税対象外都市においても「宿泊税」の課税が検討されており、今後導入される予定のため、
併せてご了承くださいますようお願い申し上げます。 

利用ホテル一覧  ※2019年8月15日発効 

国名 都市／地域名 ホテルクラス ホテル名

ア
メ
リ
カ

オーランド B（スーペリア）
クラス

●ラ・キンタ・イン＆スイーツ  オーランドサウス　●ラ・キンタ ・イン＆スイーツ  オーランドウエスト　
●ハンプトン イン・オーランド・インターナショナ・エアポート　●クラリオン・イン・レイクブエナビスタ　●コンフォート・スイーツ・オーランド・エアポート

マイアミ

B（スーペリア）
クラス

●EBホテル・マイアミ　●インターコンチネンタル マイアミ　●エンバシースイーツ バイ ヒルトン マイアミインターナショナルエアポート　
●クラウンプラザマイアミインターナショナルエアポート　●コートヤード バイ マリオット　●コロネード コーラルケ－ブルズ　
●コンラッド マイアミ ホテル ダウンタウン・ブリッケル　●ダブルツリー バイ ヒルトン グランド ホテル ビスケーンベイ　
●ダブルツリー バイ ヒルトン マイアミエアポート&コンベンションセンター　●ハイアット・セントリック・サウスビーチ　
●ハイアットリージェンシーコーラルゲーブルズ　●ハイアットリンジェンシー マイアミ　●ヒルトン・マイアミ・エアポート　
●ヒルトンマイアミダウンタウン　●マイアミ ダウンタウン ブリッケル　●マイアミ マリオット ビスケーン ベイ　●マイアミエアポートマリオット

C（スタンダード）
クラス

●ウィンゲート・バイ・ウィンダム・マイアミエアポート　●カンブリア ホテル & スイーツ マイアミ　
●クラリオン イン & スイーツ マイアミ インターナショナル エアポート　●スプリング ヒル スイート マイアミ エアポート サウス　
●ハイアットプレイス マイアミエアポート ウェスト・ドラル　●ハンプトン イン & スイーツ マイアミ エアポート サウス　
●フェアフィールドイン＆スイーツ バイ マリオット マイアミエアポートサウス　
●ベストウェスターンプレミアマイアミインターナショナルエアポートホテル&スイーツ  
●ホリデイイン エクスプレス & スイーツ マイアミ エアポート アンド インターモダルエリア　●ホリデイ・イン・ポートオブマイアミ・ダウンタウン　
●ホリデイインマイアミインターナショナルエアポート　●ホームウッドスイーツ バイ・ヒルトン　●マイアミインターナショナルエアポートホテル　
●マイアミ ブルーラグーン

ヒューストン C（スタンダード）
クラス

●エンバシースイーツ ウエスト ヒューストン エナジー コリドー　●コートヤード ヒューストン インターコンチネンタル エアポート　
●ダブルツリー バイ ヒルトン ヒューストン インターコンチネンタル エアポート　●ハンプトン イン＆スイーツ ヒューストン　I-10 ウエスト パークロウ　
●ハンプトン イン アンド スイーツ ヒューストン インターコンチネンタル エアポート　
●ヒルトンガーデンイン ヒューストン／ブッシュ インターコンチネンタル エアポート　
●ホームウッドスイーツ バイ ヒルトン ヒューストン ウエスト エナジー コリドー　

イ
タ
リ
ア

ベネチア
メストレ地区

B（スーペリア）
クラス

☆アントニー　☆アントニー パラス　☆NHラグーナパレス（旧NHベネチア コングレスセンター）　☆ノボテル ベネチア メストレ カステラーナ　
☆ヒルトン ガーデンイン ベニス メストレ サンジュリアーノ　☆プラザ ベニス　☆ベストウェスタン ボローニャ　☆B4 ベネチア メストレ　☆ルッソット

代替都市

B（スーペリア）
クラス

パドバ 　【パドバ宿泊税】※ ★：2.85ユーロ ☆：1.9ユーロ ◆：1.4ユーロ（お1人様1泊につき） 
★アカデミア パレス　★オーテル ラ ブレスカ　★シェラトン パドバ　★マジェスティック ホテルトスカネッリ
トレヴィソ 　 【トレヴィソ宿泊税】※ 1.2〜2ユーロ（お1人様1泊につき） 

●カールトン　●コンチネンタル　●ボスコロ マッジョーレ コンシリオ

ローマ
市内中心部

（テルミニ駅より半径2km
以内） B（スーペリア）

クラス

●NH コレクション ヴィットリオ ヴェネト（旧NH ヴィットリオ ヴェネト）　●アウグスタ ルチッラ パレス　●アテネオ ガーデンパレス　
●アトランティコ　●アンブラ パラス　●イン アットザ スパニッシュ ステップス　●インペリアーレ　●ウナホテルズ デコ ローマ 
●エクセ インターナショナルパレス（旧ユーロスターズ インターナショナルパレス）　●エリゼオ　●ガリア　●ガンブリヌス　●クィリナーレ 
●グランドホテルプラザ　●グローブス　●コロンナ パレス　●ザ ハイブ　●ザ・ビルディング　●サヴォイ　●ジェノヴァ　●ジョベルティ　
●スターホテル メトロポール　●デッレナツィオーニ　●ドムス ロマーナ　●トリトーネ　●パーチェ エルヴィツィア　●パラティーノ　●バルベリーニ　
●バロッコ　●フィウーメ　●ベストウェスタン アートデコ（旧アートデコ）　●ベストウエスタン プラス ウニベルソ　●ベネチア パレス　●ホワイト　
●マスカーニ　●マッシーモダゼリオ　●ミルトン　●メチェナーテ パレス　●メディテラネオ　●メンフィス　●モルガーナ　●モンディアル 
●ラ グリフェ ローマ Ｍギャラリーバイ ソフィテル（旧ラ グリフェ）　●ラディソンブル ES　●レックス

ローマ
B（スーペリア）

クラス

●IHホテルズ ローマ Z3　●NHヴィラ カルペーニャ　●NHコレクション ローマセントロ（旧NHレオナルド ダヴィンチ）　●アルベルゴ チェザーリ 
●エアポート パレス　●エアポート ヒルトン　●エンパイア パレス ガリレオ　●カパネッレ　●カルディナル セント ピーターズ 
●クラウンプラザ セントピータース　●グランドホテル オリンピック　●グランドホテル リッツ ローマ（旧リッツ）　●グランドホテルティベリオ 
●コートヤード バイ マリオット ローマ セントラルパーク（旧ローマ セントラルパーク ホテル）　●シェラトン ゴルフ パルコ ディ メディチ 
●シェラトン ローマ ホテル＆コンファレスセンター　●スターホテルミケランジェロ　●スムースホテル ローマ ウェスト（旧アウレリアーノ）　●ターナー 
●チェチェローネ　●デューク　●ノヴァドムス　●パークホテル ローマ カッシア　●パピーロ ●ビバリーヒルズ（旧グランドホテル ビバリーヒルズ） 
●ヒルトン ガーデン イン ローマエアポート　●フォンテネッラ ボルゲーゼ　●ブリタニア　●ホテル デッレ ブロビンチェ ●ボロミニ 
●ミダス（旧NHミダス）　●メルキュール  ローマ ウエスト　●メルキュール デルタ コロッセオ　●メルキュール ピアッツァ ボローニャ ●モーツァルト 
●ユーロスターズ セントジョン（旧プライム セントジョン）　●ラマダ　●リージェンシー　●リージェント　
●ル メリディアン ヴィスコンティ ローマ（旧ヴィスコンティ パレス）　●ローマ アウレリア アンティーカ　●ロマニコ パラス

ス
ペ
イ
ン

バルセロナ
市内中心部

B（スーペリア）
クラス

☆アバサンツ ☆アベニーダ パレス　★イベロスター パセオ デ グラシア ☆ウサ バルセロナ　☆エアー カスペ　☆エアー グランビア　
☆H10 イタカ　☆H10 マリーナ　☆エキスポ　☆エベニア ロセッロ　☆カタロニア ラ ペドレーラ　☆カタロニア ディアゴナル セントロ　
☆カタロニア プラサ カタルーニャ　☆カタロニア バルセロナ プラザ　☆カタロニア エイサンプル1864（旧カタロニア ベルナ）　☆ギャラリー　
☆クラウン プラザ フィラセンター　☆グラン トレ カタルーニャ　☆グラン ハバナ　☆グランドセントラル　☆クリスタル パレス ☆ゴティコ　
☆コロン　☆ザ ゲーツ ディアゴナルバルセロナ　☆シルケン ランブラス　☆セルス リヴォリ ランブラ　☆セント モリッツ　☆ダービー　
★トリップ アポロ ☆バルシノ　☆バルセロ サンツ ホテル　☆バルセロナ ユニバーサル　☆バルセロナ 1882　☆ベストウエスタンレジーナ　
☆ペレ クアルト　☆ライエタナ パレス　◆レジェンテ ☆ロイヤル ランブラス 

ノ
ル
ウ
ェ
ー

オスロ B（スーペリア）
クラス

●グランドホテル　●コンチネンタルオスロ　●シーフ　●スカンディック セント オラヴス プラス　●トーン・オペラ　
●ラディソンBLUスカンジナビア　●ラディソンBLUニーダーレン　●ラディソンBLUプラザ

デ
ン
マ
ー
ク

コペンハーゲン B（スーペリア）
クラス

●71ニューハウン　●アドミラル　●イノハルフィアスコペンハーゲン　●クラウンプラザ コペンハーゲンタワー　
●クラリオン コペンハーゲン　●クラリオン コレクション メイフェア　●クラリオン コレクション ネプチューン　●グランド
●コペンハーゲン プラザ　●コペンハーゲン ストランド　●コング アーサー　●コング フレデリック　●スカンディック ウェーバーズ　
●スカンディック スルーシュホルメン　●スカンディック シューハウネン　●スカンディックフロント
●コンフォートヴェスタブロ（旧ファースト ヴェスタブロ）　●フェニックス　●フロント　●パレス　●ラディソンBLUファルコナー

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ブエノスアイレス A（デラックス）
クラス

●ヒルトン・ブエノスアイレス　●ブリックホテル　●シェラトン・ブエノスアイレス・ホテル＆コンベンションセンター
●パナメリカーノ　●シェラトン・リベルタドール　●メリア

ウシュアイア A（デラックス）
クラス

●アルバトロス　●カナル・ビーグル　●ラス・レンガス　●ロス・アセボス　●ラス・ハヤス・ウチュアイア・リゾート
●ティエラ・デル・プエゴ　●アラクル・ウィシュアイア

【メストレ地区宿泊税】※
★：3.5ユーロ 
☆：3.15ユーロ
◆：2.45ユーロ
◇：1.4ユーロ

（お1人様1泊につき）

【ローマ宿泊税】※
4.0〜7.0ユーロ

（お1人様1泊につき）

【ローマ宿泊税】※
4.0〜7.0ユーロ

（お1人様1泊につき）

【バルセロナ宿泊税】※
★：2.75ユーロ  
☆：1.375ユーロ

◆◇：0.825ユーロ 
（お1人様1泊につき）
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忘れ物について
●忘れ物をされるお客様が多発しておりますので、特に下船や観光等の際に

はお手回り品にご注意ください。当社では忘れ物捜索等に掛かる通信費な
どの諸経費を忘れ物捜索に掛かる手数料として一律5,500円（消費税別・
1件につき）を請求させていただきます。手数料は捜索物の有無や発送の
有無を問わず、捜索物の現況確認前に請求いたします。また回収の際は別
途回収費用が必要となる場合がございます。なお捜索物を日本へ送る際に
掛かる送料・梱包代金・保険料・関税は別途お客様負担となります。当社へ

の回収代行はお断りさせていただいております。また搬送上に於けるトラブ
ル等の責任は負いかねます。予めご了承ください。

お申し込みについて
● 本パンフレットに記載された渡航案内は日本国籍の方を対象とします。

日本国籍でないお客様の旅行の申し込みはご自身で自国及び渡航先
の領事館、入国管理事務所にお問い合わせの上、必要な手続きをお
済ませください。
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