2020. 2.14▶ 3.16

札幌発

フィンエアー 札幌〜ヘルシンキ線就航記念

札幌 から行く

イタリア・スペイン
299,900円 〜 329,900円

イタリア周遊 8日間 （旅行代金／エコノミークラス／1室2名利用／大人お1人様）

ツアーコンダクター
（添乗員）
と巡る

※旅行代金は燃油サーチャージが含まれています。※現地空港諸税・日本国内空港施設使用料・国際観光旅客税は別途必要です。

トレビの泉／イタリア

2019年12月。いよいよフィンエアーの
札幌〜ヘルシンキ便が就航いたします。
日本でヨーロッパに一番近い政令指定都市は札幌、
ヨーロッパの中で一番日本に近い首都
はヘルシンキです。つまり札幌‐ヘルシンキ便は北国の都市と都市を結んだのではなく、日本と
ヨーロッパの最も近い都市間を結んだのです。これにより札幌〜ヘルシンキは日本から最短、
最速のヨーロッパ路線となります。
北海道の皆様は今まで他の空港経由で、日本からヨーロッパへご旅行さ
れていたと思います。
しかしこれからは違います。日本から最短・最速でヨー
ロッパへ行けるのは北海道の皆様になるのです。フィンランドばかりではあ
りません。フィンエアーが誇るヨーロッパ内ネットワークにより、北欧はもち
ろん、南欧、中欧、西欧、東欧など100以上の都市を訪れることができます。

！
当パンフレット限定

東日本統括支店長

小峰 祐樹

2名様でお申し込みの方限定
おとなりシートをご用意！
（札幌〜ヘルシンキ間のみ）

2名様でお申し込みいただくと、札幌〜ヘルシンキ間は、
おとなりシート
（通路を挟まない横並び席）をご用意いたします！
対象コース
対象者
対象区間

フィンエアーは今年創立96年を迎える歴史あるエアラインであり、
また安
全面でも世界的に高い評価をいただいております。マリメッコなどの北欧デ
ザインを取り入れた機内は、ご搭乗いただいた瞬間から清潔で洗練された
フィンエアー
北欧ムードでいっぱいです。
ぜひ、JALパックの旅でヨーロッパへお出かけください。皆様のご搭乗を心
よりお待ちしております。

サグラダ・ファミリア／スペイン 写真：ピクスタ

当パンフレット掲載の全コース
大人･こども代金にて2名さまでご予約の方
札幌〜ヘルシンキ間のみ（往復）

ご注意 ＊同一コース番号の同一フライト旅程でのお申し込みの方が対象です。＊座席番号、窓側･通路側、
前方、後方などの指定は一切お受けできかねます。＊出発当日のご案内となります。また事前の座席番号の
回答はできかねます。＊バシネット、車いすなどの特別手配をお申し込みのお客さまは、おとなりシートをご
用意できない場合がございます。＊2名さまごとのご用意のみとなり、3名さま以上でお申し込みの場合は、
全員がお近くの席にはできない場合がございます。＊窓や通路の位置は使用機材の座席配列により異なる
場合がございます。
【旅行会社のみなさまへ】
お申し込みは不要です。

〈フィンエアー 札幌〜ヘルシンキ線就航！〉

札幌からツアーコンダクター（添乗員）同行！

▼

裏表紙

24
3月 16

月
月

こども代金
幼児代金
1室1名利用追加代金

299,900
329,900

上記大人代金より一律10,000円引き
一律39,000円
78,000 円 ＊大人・こども同額

ご注意 ＊4日目ピサの斜塔登頂は8歳未満のお客様は入場不可のため外観のみとなりま
す。現地にて入場料（15ユーロ）
を払い戻しさせていただきます。なお、ピサの斜塔登頂では
手荷物の持ち込みができませんので、貴重品は身に付けられるよう予めご準備ください。また
ヒールのない歩きやすい靴をお勧めします。
＊フィレンツェのホテルはシャワーのみのお部屋
となります。お客さまによってはバスタブ付のお部屋となる場合があります。
＊教会や洗礼堂
などで、宗教行事が行われる際にはご入場できません。また、代替もありません。
＊教会や洗礼
堂などにご入場される際、肩やひざの出るお洋服はお避けください。入場用に羽織るもの1枚
準備があると便利です。
＊観光中・移動中には、最大7ヵ所の土産物店へご案内させていただき
ます。ご案内回数には休憩場所、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。また、これは土産物入店や土産物品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、ご案内できない場合もありますが、旅程保証の変更保証金の支払い
対象とはなりません。
＊下記共通のご注意を必ずご確認ください。
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ローマ泊

出

発

地

利用ホテル

札幌 ＊国内線特別追加プランの設定はありません。
Bグレード
（ベニスとローマはAグレード）
●ミラノ：リパモンティ・レジデンス・アンド・ホテル・ミラノ
●ベニス：アントニー･パレス
（マルコン地区）
●フィレンツェ：グランド・ホテル・メディテラネオ
●ローマ：チチェローネ

日本発着時利用航空会社 出発便：フィンエアー66便
食

事

機中泊

−
−

2020年2月

全出発日 8 名より催行


ローマ発pヘルシンキ着 17：05 ヘルシンキ発p
空港へ。空路、ヘルシンキへ。ヘルシンキにて乗り継ぎ。
フィンエアー65便札幌直行便にて帰国の途に。

9：00 札幌着
空港にて解散。
9：30〜11：30

帰国便：フィンエアー65便

朝 6回 昼 4回 夕 3回

コンダクター

札幌から札幌までご案内します。

最少催行人員

8名（１グループ最大35名）

＊裏表紙
「催行について」
を必ずお読みください。

P.1・2両コース共通のご案内
海外モバイル

Wi-Fiルーター

コンダクターがルーターを持参するので、
海外でもスマートフォンが使えます！

Wi-Fi

サービス対象
▶P.15
【ご注意】
＊ご使用は原則9時～17時のコンダクターが同行する団体行動中とさせていただきます。また、
この時間内でも
安全管理上ご使用をご遠慮いただく場合があります。
＊ツアーにご参加されるお客さま皆さまで1台のルーターを共有利
用いたします。利用状況によっては、ルーターのデータ通信許容量が限度に達し、利用できなくなる場合があります。大容
量のデータ通信、頻繁な接続をお考えのお客さまは、別途個人でのルーターレンタルをおすすめいたします。
＊ルーターへ
の接続は一度に5台までとなります。ご帰国便のWebチェックインの際など、お客さまのご希望のタイミングでご利用にな
れない場合があります。
＊電波や地域、現地事情により、使用できない場合があります。

1

長距離移動時はトイレ設備、
冷暖房、
シートベルト付きバスを使用します。
長距離移動の目安は移動距離約100kmとなり、約2時間に一度、
トイレ
休憩をお取りします。バスのトイレは緊急時のみご利用いただけます。ご
利用の際は、コンダクターにお声かけください。走行中は安全の観点か
ら、バスを停車してのご利用となります。なお、冬期は凍結等により利用
できない場合がありますが、休憩頻度･時間に十分配慮いたします。

機内食
−

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。
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2 連泊 ローマ泊
ローマ滞在
自由行動。コンダクターにご相談のうえ、
ご自由にお楽しみください。
d
ボックスによる朝食

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料、国際観光旅客税
（1,000円）
は別途、旅行会社にてご確認のうえお支払いください。
現地空港諸税目安額：大人6,050円、こども4,950円、幼児不要
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フィレンツェ泊
フィレンツェ発b（約4時間/250km）12：00 フィレンツェ着
ローマへ。  
k
g 名物“ピッツァ”をメインとする昼食。
数種類のピザの中からお好きなものを1つお選びください。
ローマ市内観光〈約4時間〉
（●
サンピエトロ大聖堂、
l
●コロッセオ、●ベネチア広場、●トレビの泉、●スペイン広場）
。
 ンツォーネを楽しみながら
“イタリア料理”の夕食。
h カ
8：00

−
−

札幌発 出発日と旅行代金（大人お 1 人／単位：円）

5

夕食

 華料理の昼食。  
g 中

◆札幌発着フィンエアー利用！
◆イタリア旅行の決定版！人気の4大都市を8日間で巡ります！
◆ベニスではロマンチックなゴンドラ運河めぐりを体験！
◆ルネッサンス芸術の宝庫、ウフィッツィ美術館や
ローマの
観光にもご案内！
◆ピ
 ッツァやビステッカ・アッラ・
フィオレンティーナを
始めとする各地の名物料理も満喫！
ピッツア ˆ

コース番号 JZ2798Y


2 連泊 フィレンツェ泊
フィレンツェ滞在
フィレンツェ市内観光〈約3時間〉
（★ウフィッツィ美術館〈約60
d
分〉、●ドゥオモ、●シニョーリア広場、●ベッキオ橋）
および
ピサ
の斜塔登頂観光〈約1時間〉
（ピサの斜塔〈約30分〉）
。
＊ピサの斜塔に登ります！登ってみると外から観る以上に、
その傾きを体感できます。
また頂上
からピサの中世の街並みもお楽しみください。  

全出発日8名より催行！

エコノミークラス旅行代金

ベニス市内観光〈約2時間〉とゴンドラ運河めぐり〈約30分〉
k
（美しい大理石造りの★サンマルコ寺院〈約15分〉、★ドゥカーレ宮殿
〈約50分〉、●ためいきの橋）
また、観光中ベネチアン・グラス工房へも
ご案内します。

“小海老とイカのフリット”の昼食。
g “イカ墨のスパゲッティー”
昼食後、
フィレンツェへ。

・アッラ・フィオレンティーナ”の夕食。
h “ビステッカ

ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ
−
カンツォーネディナー
中華料理
選べるピッツァ
ビュッフェまたはアメリカンブレックファースト

こ こ がポイント！

ベニス泊

イカ墨のスパゲッティー
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14：00 ベニス発b（約4時間/250km）18：00 フィレンツェ着

ホテルにて
ミラノ風カツレツ

ローマカトリックの総本山。4世紀頃に創設され、16～17世紀にかけ
てルネサンス期の芸術家が改築に関わり、現在の荘厳な姿に生まれ
変わりました。

フィンエアー66便ヘルシンキ行にて出発。
2名さまでお申し込みの方限定 札幌〜ヘルシンキ間
「おとなりシート」
をご用意
（▶表紙）
ヘルシンキにて乗り継ぎ、空路ミラノへ。
着後、
ホテルへ。
ミラノ泊
14：00 ミラノ発b（約4時間/270km）18：00 ベニス着
（ゴシック建築を代表する★ドゥオモ〈約
kミラノ市内観光〈約2時間30分〉
20分〉、
オペラの殿堂●スカラ座、●ガレリア、●スフォルツェスコ城）
。

の昼食。昼食後、
“水の都”ベニスへ。
g “ミラノ風カツレツ”

−
機内食

日目

写真：ピクスタ

サンピエトロ大聖堂

11：35 札幌発p 14：10 ヘルシンキ着8p 18：00〜20：00 ミラノ着

イタリア

3

▶裏表紙
＊下記〈ご注意〉をご覧ください。
昼食

1

▶裏表紙

スケジュール

8

日間

2

5

▶裏表紙

▶下記

朝食

イタリア周遊 8日間

連泊度 B

ホテル グレード

▶P.1
▶下記

〈フィンエアー 札幌〜ヘルシンキ線就航！〉

札幌からツアーコンダクター（添乗員）同行！

◆札幌発着フィンエアー利用！
◆
スペイン旅行の決定版！スペインを代表する
観光を中心に８日間で巡ります！
◆
スペイン芸術の殿堂プラド美術館と
ピカソ
『ゲルニカ』を鑑賞！
◆
巨匠ガウディの未完の建築、
パエリア ˆ
サグラダ・ファミリアの塔にも登る！
◆パエリアやタパスなどスペイン名物料理も楽しみ！

札幌発 出発日と旅行代金（大人お 1 人／単位：円）

裏表紙

▼

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。

6

2020年2月

3月

14
6

金
金

上記大人代金より一律10,000円引き
一律39,000円
78,000 円 ＊大人・こども同額

ご注意 ＊マドリード到着時、空港のポーターサービスがないため、全ての荷物はお客さまご
自身でお運びいただきます。
＊アルハンブラ宮殿およびヘネラリフェ庭園、サグラダ・ファミリア
では見学人数が厳しく制限され、入場券の入手が非常に困難となっております。入場観光を優
先するため、見学が別日や深夜を含む他の時間帯に変更となり、自由行動の時間が短くなるな
どの旅程変更となる場合があります。また、ガイドが内部に入場できずオーディオガイドでのご
案内となる場合があります。
＊これらの変更は予約の都合により現地でのご案内となる場合が
あります。
＊アルハンブラ宮殿入場時、および観光中に本人確認のため、パスポートの提示を求
められることがあります。
＊バルセロナのホテルはシャワーのみのお部屋となります。お客さま
によってはバスタブ付のお部屋となる場合があります。
＊2日目トレドのカテドラル、3日目コル
ドバのメスキータ、6日目バルセロナのサグラダ・ファミリアが特別行事等で閉館の場合は外観
からの観光となります。特別行事は直前まで発表されない場合があります。
＊教会や洗礼堂な
どで、宗教行事が行われる際にはご入場できません。また、代替もありません。
＊教会や洗礼堂
などにご入場される際、肩やひざの出るお洋服はお避けください。入場用に羽織るもの1枚準
備があると便利です。
＊観光中・移動中には、最大3ヵ所の土産物店へご案内させていただきま
す。ご案内回数には休憩場所、
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。また、これは土産物入店や土産物品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、ご案内できない場合もありますが、旅程保証の変更保証金の支払い対象とは
＊下記共通のご注意を必ずご確認ください。
なりません。
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出

発

地

利用ホテル

札幌 ＊国内線特別追加プランの設定はありません。

日本発着時利用航空会社 出発便：フィンエアー66便
食

事

2月

スペイン

コンダクター

札幌から札幌までご案内します。

最少催行人員

8名（１グループ最大35名）

＊裏表紙
「催行について」
を必ずお読みください。

イタリア
スペイン

3月
3/18(*G)・19(*QQ)

2/28(*R)

帰国便：フィンエアー65便

朝 6回 昼 4回 夕 4回

2020年2月～3月
国名

機中泊

Bグレード
（バルセロナはAグレード）
●マドリード：ホテル・プラガ
●グラナダ：ホテル・アリサーレス
●バレンシア：ホテル・マス・カマレナ
●バルセロナ：
トリップ・アポロ

イタリア・スペイン祝祭日
イタリア

バルセロナ泊

9：00〜11：00

−
−

こども代金
幼児代金
1室1名利用追加代金

289,900
299,900


バルセロナ発pヘルシンキ着 17：05 ヘルシンキ発p
空港へ。
空路、ヘルシンキへ。ヘルシンキにて乗り継ぎ。
フィンエアー65便札幌直行便にて帰国の途に。

9：00 札幌着
空港にて解散。

7

機内食
−

エコノミークラス旅行代金

全出発日 8 名より催行

ボックスによる朝食

コース番号 JZ2798A

−
−

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料、国際観光旅客税
（1,000円）
は別途、旅行会社にてご確認のうえお支払いください。
現地空港諸税目安額：大人・こども同額 4,410円 、幼児2,390円

5

夕食

4

全出発日8名より催行！

フィンエアー66便ヘルシンキ行にて出発。
2名さまでお申し込みの方限定 札幌〜ヘルシンキ間
「おとなりシート」
をご用意
（▶表紙）
ヘルシンキにて乗り継ぎ、空路マドリードへ。
着後、
ホテルへ。
2 連泊 マドリード泊
マドリード滞在
トレド観光〈約2時間〉
（エル・グレコの名画『オルガス伯の埋葬』を
k
展示する★サント・トメ教会〈約15分〉、★カテドラル〈約30分〉、●展望台）
。
g 名物“パエリア”の昼食。
lピカソの傑作『ゲルニカ』鑑賞とマドリード市内観光〈約4時間〉
（★プラド美術館〈約90分〉、★ソフィア王妃芸術センター〈約30分〉、
●オリエンテ広場）
。
 物“ソパ・デ・アホ
（にんにくのスープ）
”の夕食。
h 名

マドリード泊
8：00 マドリード発b（約1時間45分/130km）
コンスエグラb（約3時間30分/280km）
コルドバb（約3時間 /170km）20：00 グラナダ着
『ドン・キホーテ』ゆかりの風車の村コンスエグラ
kラ・マンチャ地方にある
に立ち寄り、写真撮影の時間をお取りします。
コルドバ市内観光〈約2時間〉
（★メスキータ〈約50分〉、
l
●花の小径とユダヤ人街、●ローマ橋）
。
;観光後、グラナダへ。

グラナダ泊
11：00 グラナダ発b（約8時間/520km）20：00 バレンシア着
アルハンブラ宮殿観光〈約90分〉。
k★
イスラム時代の美しい宮殿とヘネラリフェ庭園をご案内します。
 ペイン小皿料理“タパス”の昼食。
g ス
lバレンシアへ。

バレンシア泊
8：30 バレンシア発b（約4時間30分/360km）
モンセラットb（約1時間30分/65km）
18：30 バルセロナ着
スペイン有数の聖地のひとつ、
モンセラットへ。
k地中海沿いを走破し、
モンセラット観光。バルセロナ郊外の聖地にたたずむ★大聖堂〈約30
l
分〉。修道院付属大聖堂内の黒いマリア像もご覧いただきます。その
後、バルセロナへ。

2 連泊 バルセロナ泊
バルセロナ滞在
サグラダ・ファミリアの塔にも登るバルセロナ市内観光〈約4時間〉
k
サグラダ・ファミリア〈約60分〉、★
グエル公園〈約30
（★
分〉、○
ミラ邸、○
バトリョ邸）
。
ご自由にお楽しみください。
l自由行動。コンダクターにご相談のうえ、

レストランにて
レストランにて
レストランにて
レストランにて
タパス
レストランにて
ビュッフェまたはアメリカンブレックファースト

ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の文化が融合し、中世の面影を残
す城壁に囲まれた街。

こ こ がポイント！

スケジュール

11：35 札幌発p 14：10 ヘルシンキ着8p 18：00〜21：00 マドリード着

ソパ・デ・アホ
パエリア

トレド

日目

▶裏表紙
＊下記〈ご注意〉をご覧ください。

−
機内食

3

▶裏表紙

スペイン

2

▶裏表紙

昼食

1

連泊度 B

ホテル グレード

8

日間

2

写真：ピクスタ

▶P.1

朝食

スペイン周遊 8日間

▶P.1

3/1(*PP)・19(*T・*NN)

*G:マントヴァのみ
*QQ:オルヴィエートのみ
*R:グラナダ、セビリア、コルドバ、アンダルシア地方のみ *T:バレンシアのみ *NN :ナバラ州のみ *PP :バレアレス諸島のみ

上記は、2019年7月現在の情報です。一部、変更も発生いたしますのでご了承ください。

裏表紙

共通のご注意 ＊当コースは、eJALポイント、JALクーポン、クーポンレ
ス、JMB旅プラスご利用マイルでのお支払いは一切ご利用いただけませ
ん。あらかじめご了承ください。＊事前座席指定およびWebチェックイン
につきましては、フィンエアーWebサイトにてご確認ください。なお、お
客さまの予約番号が必要な場合は、ご出発の14日前以降
（土・日・祝日を
除く）にお申し込みの旅行会社にお問い合わせください。＊ビジネスクラ
ス、エコノミーコンフォートの設定はありません。＊
「ホテルにて」
と記載し
た食事は、ご宿泊ホテルのレストランをご利用いただきますが、貸切や休
業などで同等クラスのレストランになることがあります。＊
「現地発着プラ
ン」および
「延泊プラン」の設定はありません。＊ホテルチェックインの際
に、パスポート番号と有効期限の情報が必要となります。ツアーご予約時
にお申し出ください。＊パスポート残存期間がシェンゲン協定加盟国出国
時３ヵ月以上必要です。

旅程内、観光箇所のマークの見方：★＝入場・入館観光
●＝外観・下車観光 ○＝車窓観光

2

旅の情報とご注意

大切なジャルパックの旅情報のご案内ページです。
別途お渡しする詳細旅行条件書とあわせて必ずお読みください。

【日本国内空港施設使用料】
2019年7月現在 「旅客サービス施設使用料」
：国際線出発時／札幌
（新千歳）
空港：大人1,030

円／こども520円／幼児不要						
記載内容 ●当パンフレットの記載内容は、
2020年2月14日〜3月16日出発までのツアーに有効です。ただし、
記載内容が予告なし 【国際観光旅客税】
2019年7月現在 日本出国時1,000円
（大人、
こども同額、
幼児不要）
に変更される場合がありますので、
お申し込みの際は必ず旅行会社にご確認ください。●宿泊ホテル、
利用航空便などのスケジュー
燃油サーチャージについて ●旅行代金には、
燃油サーチャージが含まれています。
旅行契約成立後に燃油サーチャージが増
ル内容は、
出発前にお渡しする
「旅行日程表」
または
「日程表変更のお知らせ」
にてご確認ください。 受付 ●ご出発の3日前までお
増額分の追加徴収や減額分の払戻はございません。※燃油サーチャージとは、
燃油原価水準の
申し込みを承ります
（3日前は出発の前日から起算し、
その日が土・日・祝日にあたる場合はその前日になります）
。●お申し込み時に 額または減額・廃止されても、
各航空会社が一定の期間、
一定の条件の下で各国関係機関・省庁に申請し認可を受けるもので、
金額は航
は、
パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出ください。氏名を誤ってご報告された場合は、
航空券の発行替え、
関 異常な変動に伴い、
（添乗員）
お
対象となるすべての航空旅客に対して課せられるものです。
   ツアーコンダクター
係する機関への氏名訂正などが必要となります。
１文字違っていても本人とは見なされず、
当日航空機への搭乗ができないことがあ 空会社・利用区間により異なり、
よび現地係員
●コンダクターが同行して旅程管理業務を行います。
なお、
労働基準法の定めからも、
勤務中一定の休憩時間
ります。なお、
予約状況によっては、
氏名訂正が認められず、
旅行契約を解除いただく場合もあります。また、
日本出発の30日前以降
お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。●コンダクターは、
複数のコースのお
に氏名訂正が生じた場合には、
変更に伴う諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認ください。●身体に障 を適宜取得することが必要ですので、
がいをお持ちの方、
健康を損なわれている方、
妊娠中の方、
補助犬使用の方、
その他健康上の理由により特別な配慮を必要とする方 客さまを同時にご案内する場合があります。●コンダクターはツアー運営上の都合によりお客さまと同宿しない場合があり
は、
その旨をご旅行のお申し込み時点でお申し出ください。弊社は可能な範囲でこれに応じます。また、
弊社より所定の
「お伺い書」 ます。●現地係員は現地にて送迎、観光などのご案内を行います。日本語でご案内しますが日本人とは限りません。現地係
または
「健康診断書」
の提出をお願いする場合があります。なお、
お客さまからのお申し出に基づき、
弊社がお客さまのために講じた 員は当社手配代行会社の社員の場合があります。現地係員の代わりに、他のコースのコンダクターがご案内する場合もあ
またホテル滞在時には、係員またはコンダクターはおりません。 お食
特別な措置などに要する費用はお客さまのご負担とさせていただきます。旅行の安全かつ円滑な実施のために、
介助者の同行など ります。これらの業務以外の日程表上の自由行動時、
各コースごとの日程表に明示した食事の代金・税・サービス料が含まれています。
お客さまが個人的に注
を条件とさせていただく場合、
ご負担の少ないほかの旅行をお勧めすることがあります。石畳や段差のある道路が多く、
長時間の徒 事 ●旅行代金には、

チップはお客さま払いとなります。●食事回数には、
機内食は含まれません。
歩による観光や、
足元の悪い遺跡観光などが含まれることがあるため、
お体の不自由な方にはご負担がかかることが多くあります。 文された飲物や追加料理の料金およびその税金、
あるいは食事の入れ替えを行うことがあります。
また現地事
なお、
コンダクター、
ガイド、
現地係員は旅程管理の観点より、
原則として介助のお手伝いはいたしません。 催行について ●旅行の ●現地事情およびご搭乗便の変更により利用予定レストランの変更、
催行を中止する場合は、
旅行開始日の23日前にあたる日より以前に通知いたします。＊出発の90日前以降、
コースに記載した最少 情により予告なく内容が変更となる場合があります。●早朝出発時などコンチネンタルブレックファーストまたはボックスブレック
パン、
コーヒー、
紅茶、
バター、
ジャムだけの朝食が基本とな
催行人員に達していない場合は、
催行を中止する場合があります。 旅行代金 ●コースごとに定められた所定の航空機のクラスを ファーストになることがあります。●コンチネンタルブレックファーストは、
利用の1室を2名または3名でご利用の場合のお1人様分の代金です。出発日により異なり、
その区分を出発日で表示してあります。 ります。
ビュッフェブレックファーストは、
バイキング形式となりますが、
上記内容以外に、
ジュース、
ハム、
チーズ、
ヨーグルト、
コーンフ
航空運賃は、
日本発包括旅行用の特別運賃
（IT運賃）
を適用しています
（特別運賃は普通運賃とは異なり、
「予約・発券・払い戻し」
上の レーク類などの一部のみが用意されている場合も含みます。
品揃えはホテルによって異なります。●飲料水は有料です。●旅程に
制約があります）
。●年齢が旅行出発日を基準として、
満2歳以上12歳未満のお子さまには、
こども代金が適用されます。満2歳未 含まれるアルコール飲料
（試飲を含む）
の未成年の方への提供はしません。●お客さまのご希望によるメニューの変更はできませ
満の航空座席およびベッドを使用しないお子さまには、
幼児代金が適用されます。 航空機その他交通機関 ●発着時刻は2019年 ん。
ただし、
アレルギーや慢性疾患などの健康上の理由、
宗教上の制限がある場合に限り、
可能な範囲で変更を承ります。
旅行会社
7月17日現在の情報をもとに記載しています。記載されている発着時刻は目安です。日本出発前にお渡しする
「旅行日程表」
にてご にご予約時にお申し付けください。
なお、
その場合にかかる費用はお客さま負担となります
（事前回答・確約不可）
。
また、
機内食につ
確認ください。●航空機のお座席については事前のご希望はお受けできません。 航空会社にお預けになる手荷物
（受託手荷物）
に いても
「機内特別食」
への変更のご希望を承りますが、
航空会社による受付制限があるため、
余裕を持って旅行会社にお申し付けく
ついて ●航空会社にお預けになるお荷物には、
個数・サイズ・重量に制限があります。超過した場合は、
追加料金が徴収され、
お客 ださい。 ポーター ●空港、
ホテルでポーターがいない、
または利用できない場合があります。
その際は、
お客さまご自身でお荷物
さまのご負担となります。
ご利用航空会社・ご搭乗クラスにより各制限が異なりますので、
あらかじめご確認ください。 パスポートと をお運びいただくことがありますが、
旅行代金の変更はありません。 その他 ＜未成年者のご参加について＞●未成年者が片方の
ビザ ●有効なパスポートをご用意ください。●入国時に一定期間以上のパスポート残存有効期間およびパスポート未使用査証欄 親同伴もしくは単独で渡航する場合、
一緒に渡航しない親からの渡航同意書などが必要となる場合があります。
詳しくは各国の大
が必要です。現地にてビザを取得しますので、
各コースページを必ずご自身でご確認ください。
ビザの取得方法はお申し込みの旅行 使館または旅行会社にお問い合わせください。
＜美術館・博物館の展示について＞●美術館・博物館の展示物は、
貸出や修復を行う
会社へご確認ください。●記載の内容は、
日本国のパスポートを基準に記載しておりますので、
日本国籍以外の方は、
自国の領事館、 場合があります。
その際、
パンフレットに記載
（写真記載を含む）
されている展示物がご覧いただけない場合があります。
＜喫煙につ
渡航先国
（乗り継ぎを行う国も含む）
の領事館、
入国管理事務所にご自身でご確認ください。日本国籍以外の方は訪問国のほかに乗 いて＞●空港、
レストラン、
ショッピングセンターなどの公共の場所では禁煙です。
法律により罰せられる場合もありますので、
喫煙の
り継ぎにて寄航する国のビザも必要となる場合があります。
（2019年7月現在） ホテルとお部屋 ●原則として2人部屋を利用しま 際は現地訪問先にて必ずご確認ください。
また、
ホテルは一般的に禁煙客室の割合が多く、
客室も含め全館禁煙となります。
す。●2人部屋には、
ベッド2台の
「ツインベッドルーム」
と大型ベッド1台の
「ダブルベッドルーム」
の2種類があります。原則として
「ツイ
ンベッドルーム」
をご用意しますが、
ハネムーナーやご夫婦などのカップルや12歳未満のお子さまが参加される場合は、
現地の習慣 【マークの見方】■旅程内、
観光箇所のマーク ★＝入場・入館観光 ●＝外観・下車観光 ○＝車窓観光 ■写真・
により
「ダブルベッドルーム」
となる場合があります。ベッドタイプはお選びいただけません。●3名様で1室をご利用の場合は、
ツイ
イラストのマーク ˆ＝写真
（イラスト）
はイメージです。 ■日程表中のマーク p＝航空機 ■食事のマーク
ンベッドルームに簡易ベッド
（エキストラベッドまたはソファベッド）
を入れるため非常に手狭となり、
大人3名様でのご利用はおすすめ
B＝朝食  L＝昼食  D＝夕食  X＝食事なし
F＝機内食
（回数は示しません）
できません。また、
ご予約後の手配となり、
お客さまへの回答が出発間際になることがあります。簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなる
ことが一般的です。また、
旅行代金の割引はありません。なお、
都市やホテルによっては簡易ベッドの数や、
部屋の広さにより1室3名 【時間帯のめやす】
（移動の発着時刻）
早朝
朝
午前
昼
午後
夕刻
夜
深夜
利用がご用意できない場合もあります。その際は2室
（追加代金必要）
をご利用いただきます。●お1人様または奇数人数で1人部屋
日程表内の時間帯はホテルの出発時刻では
+2人部屋のご参加の場合は、
1室1名利用追加代金が必要となります。いずれの場合も、
ほかのお客さまとの相部屋の取り扱いはい
なく、
交通機関の出発時刻を表示しています。 4:00〜 6:00〜 8:00〜 12:00〜 13:00〜 16:00〜 18:00〜 23:00〜 4:00
たしません。
また、
1人部屋は2人部屋よりも手狭となることがあります。●ツアーご参加のお客さまの場合でも、
ホテルによっては宿
コースごとの連泊の回数を3段階で表しています。
泊カードの記入が必要となる場合があります。
また、
国際電話やお部屋のミニバー用として、
ホテルより国際クレジットカードの提示ま
たは現金によるデポジット
（保証金）
を求められることがあります。●未成年者の単身宿泊、
および未成年者のみの1室利用はお受け
3連泊以上が1回または2連泊が3回以上
2連泊が2回
2連泊が1回
できない場合があります。●グループ、
ご家族で2部屋以上をご利用いただく場合、
ホテル・船側の事情によりお隣りやお近く、
また同
ジャルパックのホテル基準
じ階数のお部屋をご用意できない場合があります。●ご利用いただくホテル・船は
「旅行日程表」
にてご案内いたします。●海外
（ホ
テルおよびお部屋内など）
でのお忘れ物を当社にてお探しする場合は所定の手数料と実費をいただきます。万が一お忘れ物が発見
S グレード 高い格式と上質なサービスを誇る、
高
各都市を代表する5つ星（または同等）のデラックスホテルです。
されない場合でも、
所定の手数料と実費を請求させていただきます
（各交通機関などでのお忘れ物も同様の扱いとさせていただき
A グレード ３つ星のツーリストクラスから4つ星のスタンダードクラスを中心としたホテルです。
一部の地
ます）
。●禁煙・喫煙室のご希望はお受けできません。また、
近年ヨーロッパでは禁煙化が進んでおり、
ご利用ホテルにより全館禁煙
域、
小都市ではこのグレードが最高となる場合があります。
の場合があります。●環境保護のための節水および洗剤による水質汚染を防ぐため、
ご要望のない限り、
お部屋のシーツやタオル交
換を行わない場合があります。交換をご希望の場合は、
タオルをバスタブに入れておく、
床に落としておくなどの意思表示が必要と
B グレード 4つ星～5つ星を中心とした高級ホテルです。
なる場合があります。 空港諸税等について ●記載の旅行代金には、
航空券発券時に徴収することを義務づけている国々での現地
C グレード 郊外の3つ星
（都市により2つ星）
を中心としたエコノミーホテルです。
空港諸税・日本国内空港における旅客サービス施設使用料、
国際観光旅客税は含まれておりません。別途、
旅行会社にてお支払いく
低
ださい。航空券発券時に徴収される空港諸税額・料金は予告なく増額・新設される場合があります。その場合には、
旅行会社に別途お
歩く時間の目安
支払いいただきます。
（ただし、
為替レートの変動による過不足が生じても追加徴収・返金はいたしません）
。

【現地空港諸税】2019年7月現在 各コースページに記載しておりますが、
お申し込みの際、
旅行会社へ詳細をご確認ください。
下記の日本円目安額は2019年3月のIATAレート
（ICER）
を参考に算出しています。
1ユーロ＝129円で算出しています。
航空券発
券時に徴収される空港諸税額は予告なく増額・新設されることがありますので、
その際には徴収額を変更する場合があります
（た
だし、
為替レートの変動による過不足が生じても追加徴収・返金はいたしません）
。
各コースページに記載の現地空港諸税額は目
安であり、
確定した収受額は旅行日程表にてご案内します。
  
【現地空港諸税額一覧表】
2019年7月現在
国名
税名称
都市
徴収対象
現地通貨額 日本円目安額 こども
幼児
保安税
ローマ
国際/国内線出発
3.20ユーロ
420円
◯
×
自治体税
ローマ
国際/国内線出発
7.50ユーロ
970円
◯
×
ローマ
国際/国内線出発
2.46ユーロ
320円
◯
×
イタリア 荷物保安料
搭乗料
ローマ
（フィウミチーノ空港）国際（EU/スイス行き）/国内線出発 17.10ユーロ 2,210円 8.55ユーロ ×
旅客サービス料 ローマ
（フィウミチーノ空港）
国際/国内線出発
0.96ユーロ
130円
◯
×
保安税
スペイン本土発
国際線出発
3.50ユーロ
460円
◯
○
スペイン 航空サービス料
バルセロナ
国際線
（EEA諸国行き）
出発 14.37ユーロ 1,860円
◯
◯
航空保安料
スペイン本土発
国際線出発
0.61ユーロ
80円
◯
◯
国際/国内線（国際線から乗り継ぎ）出発 4.38ユーロ
570円
◯
×
旅客サービス料
各都市
フィン
保安料
各都市
国内/国際線出発
4.88ユーロ
630円
◯
×
ランド
航空税
各都市
国内/国際線出発
1.00ユーロ
130円
◯
×
＊こども、幼児欄の○印は大人と同額の税がかかります。

一日のうちの徒歩による観光時間を3段階で表しています。
◀総歩行時間が2時間未満

◀総歩行時間が2時間以上4時間未満
◀総歩行時間が4時間以上

連続した歩行環境について以下の表示をしています。
遺跡、林道など未舗装の場所を連続1時間以上または市街地
（石畳を含む）を連続2時間以上（※１）または坂道、階段を
連続30分以上歩きます。（※１）教会、美術館など入場観光
箇所内での時間は含みません。歩く時間、環境は現地事情
により異なります。あくまでも目安としてご覧ください。

「すべてのお客さまが」
安心してご旅行を楽しめるよう
空港から旅先までJALグループでお客さまをトータルサポートします。

お手伝いを希望されるお客さまのご旅行相談サポート
www.jal.co.jp/tour/support/

55周年専用サイトはこちらから

www.jal.co.jp/tour/55th/

詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。
＊当社Webサイトでもご覧いただけます。

旅行条 件（要約）

お申し込みいただく前に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご 確認ください。

■募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジャルパック（以下「当社」
という）
が企画・実施するもので、お客さ
まは当社と募集型企画旅行契約
（以下
「旅行契約」
という）
を締結することになります。
■旅行契約の申し込み 申し込み時の申込金の額（お１人様）は以下の通りです。
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって61日目以前
旅行代金の額 3万円未満 3万円以上 5万円以上 10万円以上 15万円以上 30万円以上 50万円以上
5万円未満 10万円未満 15万円未満 30万円未満 50万円未満
申込金の額

1,000円
6,000円
1万円
2万円
3万円
5万円
10万円
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日まで
15万円以上
30万円以上
旅行代金の額
15万円未満
50万円以上
30万円未満
50万円未満
申込金の額
2万円以上旅行代金迄 3万円以上旅行代金迄 5万円以上旅行代金迄 10万円以上旅行代金迄

■旅行契約成立時点 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代

金）
を受理した時に成立します。
（通信契約の場合を除きます。）
■旅行代金 募集広告価格表示欄の「旅行代金」
と
「追加代金」
の合計額から
「割引代金」
を差し引いた金額をいい
ます。またこの
「旅行代金」
が
「申込金」
「取消料」
「変更補償金」
のお支払いの際の基準となります。
■旅行代金のお支払い 申し込み時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日（原則として21
日前）
迄にお支払いいただきます。
■特別補償 当社は、お客さまが旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の上
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および見舞金を支払います。

We bで2 4 時 間 いつでも 空 席 照 会 が できます。

ツアーの検索がますます便利になりました。
お好みの旅が簡単にみつかります！

J A L パック 海 外

この旅行条件要旨の基準日は、2019年8月1日です。旅行代金は、2019年8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。

■旅行契約の解除 お客さまは次に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できます。

＜日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プランに係る取消料表＞
旅行契約の解除期日
取消料
（お1人様）

（最高10万円まで） ピーク時とは、
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、 旅行代金の10%
（1）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目 4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで
および12月20日から1月7日までをいいます。
にあたる日以降31日目にあたる日まで
旅行代金が50万円以上…10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満…5万円
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
（2）
旅行代金が15万円以上30万円未満…3万円
30日目にあたる日以降15日目にあたる日まで
旅行代金が10万円以上15万円未満…2万円
旅行代金が10万円未満…旅行代金の20％
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
（3）
旅行代金の20％
14日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
（4）旅行開始日の前々日～当日
旅行代金の50％
（5）旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100％

■個人情報の取り扱いについて 当社は、お申込書にご記入いただいたお客さまの個人情報について、お客さ

まとのご連絡、
ご旅行におけるサービスの手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

お 客さま専 用 リン・リン・ダイヤル（ 海 外 旅 行 専 用）
コース内容や空席状況などお気軽にご相談ください。

050-3164-1111

〈受付時間〉
9：00～18：00
（10/13、12/31～1/2を除く毎日）

◆お問い合わせ・お申し込みは
〈受託販売〉

一般社団法人日本旅行業協会正会員

ケガや病気の治療費を
最大1,000万円までサポートします。

詳しくはwebで
▲

www.jal.co.jp/intltour/travelinfo/
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■旅行条件要旨基準日

＊旅行会社の方は、ジャルパック海外ツアーデスクへ
IP電話を利用しております。
お問い合わせください。
（電話番号はJAL Sales Webにご案内しております。）

旅行企画・実施

JALパックのツアーなら
「日本語救急医療サポート
デスク」サービス付き！

2019.7

発行所：株式会社ジャルパック 無断複製・転載を禁じます。

旅行業務取扱管理者とは、
お客さまの旅行を取り扱う営業
所での取引きの責任者です。
このご旅行の契約に関し、
担
当者からの説明にご不明な点がありましたら、
ご遠慮なく下
記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

