夏休み特別企画

関西空港発着/添乗員同行

皆既日食ツアー
※当日の天候やその他諸事情により、皆既日食をご覧いただけない場合がございます。

2009年7月22日午前10時34分、
安吉の空に神秘の
現象が現れます。
ここ安吉県は風光明媚な古都・杭
州より約1時間半の場所に位置し、
観測場所の江南
天池は海抜が約900ｍ、
皆既日食を観測するのに適
した場所と言えるでしょう。
天体観測関係者をはじめ、
安吉県の人々は日本
の皆様の訪問を心よりお待ちしております。
安吉県風景・旅遊管理局

＜江南天地天文台／写真提供：安吉県風景・旅游管理局＞

■旅行代金（大人お一人様／２名１室利用）

３
日間
コース

４
日間
コース

出発日

７月２１日（火）
出発日

７月２０日（月）

１４８,０００円
円（安吉・杭州・龍門古鎮）
１５８,０００円
円（安吉・杭州・紹興・龍門古鎮）

●お一人部屋追加代金：１３,０００円（３日間コース） ※関西空港施設使用料（大人２,６５０円・子供１,３３０円）、中国空港諸税
１６,０００円（４日間コース） （大人１,３３０円・子供不要）および燃油サーチャージ（大人・子供同額：
目安１２,０００円／１月２０日現在）は含まれておりませんので、旅行代金
と共にお支払いください。

R 旅のポイント

◆日程表：安吉・杭州・龍門古鎮［３日間コース］
日

日時

都市名

スケジュール

１ ２００９年

関 西 発 ［午前］空路、ＡＮＡ又はＪＡＬにて杭州又は上海へ
７月２１日 杭州又は上海着 ［午後］着後、専用車にて観測場所へ
■皆既日食観測場所「天荒坪（江南天池）ダム」下見
（火）
安
吉 その後、安吉観光 389種類の竹を集めた世界最大の竹公園
●中国竹子博物館、中国近代書画の匠●呉昌碩記念館
夕食は、安吉郷土料理「安吉県風景・旅游管理局歓迎夕食会」
【
/安吉泊】
実施

２ ７月２２日
（水）

安

吉 ［朝］ホテルにて朝食後、観測場所へ（約40分）

◆日程表：安吉・杭州・紹興・龍門古鎮［４日間コース］
日

日時

都市名

関 西 発 ［午前］空路、ＡＮＡ又はＪＡＬにて杭州又は上海へ
７月２０日 杭州又は上海着 ［午後］着後、専用車にて紹興酒の故郷・紹興へ
興 紹興観光 文豪魯迅の故居●魯迅記念館 書聖王義之の石碑が有
（月） 紹
名な●蘭亭・魯迅の文学にも登場する◎咸亨酒店と周辺散策
杭
州 観光後、杭州へ戻ります
【
/杭州泊】

２ ７月２１日
（火）

杭
安

■皆既日食観測（10時34分頃から今世紀中国で観測
できる最も壮観な日食で継続時間が約５分）

龍門古鎮
杭
州

３ ７月２３日
（木）

その後、孫権の子孫が住んでいる龍門古鎮へ
（昼食は郷土料理をご賞味下さい）
●龍門古鎮観光（思源堂〜工部〜老街〜義門〜孫氏宗祠〜明前園）
観光後、専用車にて杭州へ（約50分）
（夕食は名物・東坡肉）
【
/杭州泊】

州 ［午前］ホテルにて朝食後、杭州市内観光
◎六和塔 ●西湖遊覧 ◆龍井茶専門店にて聞き茶体験とショッ
ピング
杭州又は上海発 ［午後又は夕刻］空路、ＡＮＡ又はＪＡＬにて帰国の途へ
】
関 西 着 ［夕刻又は夜］関西空港到着 通関手続き終了後、解散 【

３ ７月２２日
（水）

後援：中国国家観光局大阪駐在事務所

安

州 ［朝］ホテルにて朝食後、観測場所へ（約1時間30分）
■皆既日食観測場所「天荒坪（江南天池）ダム」下見
吉 その後、安吉観光 389種類の竹を集めた世界最大の竹公園
●中国竹子博物館、中国近代書画の匠●呉昌碩記念館〉
夕食は、安吉郷土料理「安吉県風景・旅游管理局歓迎夕食会」
実施
【
/安吉泊】
吉 ［朝］ホテルにて朝食後、観測場所へ（約40分）

■皆既日食観測（10時34分頃から今世紀中国で観測
できる最も壮観な日食で継続時間が約５分）

杭

食事なし OP オプショナルツアー
※マークの説明
朝食
昼食
夕食
機内食
※●印は入場観光、乗船観光 ◎印は下車観光
※日程中に記載した所要時間は、当日の交通規制に伴う交通渋滞等で変更になる場合があ
ります。

スケジュール

１ ２００９年

龍門古鎮
杭
州

４ ７月２３日
（木）

その後、孫権の子孫が住んでいる龍門古鎮へ
（昼食は郷土料理をご賞味下さい）
●龍門古鎮観光（思源堂〜工部〜老街〜義門〜孫氏宗祠〜明前園）
観光後、専用車にて杭州へ（約50分）
【
/杭州泊】
（夕食は名物・東坡肉）

州 ［午前］ホテルにて朝食後、杭州市内観光
◎六和塔 ●西湖遊覧 ◆龍井茶専門店にて聞き茶体験とショッ
ピング
杭州又は上海発 ［午後又は夕刻］空路、ＡＮＡ又はＪＡＬにて帰国の途へ
】
関 西 着 ［夕刻又は夜］関西空港到着 通関手続き終了後、解散 【
杭

旅行企画・実施：

［

］

日 本 通 運（株）
京都旅行センター

夏休み特別企画

◆ 観測場所

皆既日食ツアー
●利用予定航空会社：ＡＮＡ（全日空）またはＪＡＬ（日本航空）
●利用予定ホテル：
安吉／（Ａクラス）安吉大竹海度假村、雅典皇宮大酒店
杭州／（Ａクラス）杭州新世紀大酒店、皇冠大酒店
●食事：３日間コース（朝食２回 昼食１回 夕食２回）
４日間コース（朝食３回 昼食２回 夕食３回）
※機内食を除きます。
●最少催行人員：各コース１０名
●添乗員：関西空港より各コースに１名づつ同行します
●申込締切日：平成２１年５月２９日（金）
※ただし定員になり次第申し込みを締め切らせていただきます。

天荒坪（江南天池）ダム◆

■天荒坪ダムは、安吉県の海抜908
メートルに位置します。
■アジア第一、世界第二の天荒坪
（江南天池）ダムは、総容量180万キ
ロワット年間発電量が31.6億キロワ
ット、工事に要した総費用は73.7億
人民元（日本円約1,105億円）
■天荒坪ダムを通る自動車道路の長
さは約2キロです。
C

※上記コースでは最大限２ヶ所の土産物店へご案内することが条件と
なっております。また、左記回数には休憩場所・観光施設等に併設さ
れている土産物店や販売コーナーは含みません。
※一人部屋をご利用される場合は一人部屋追加代金をお支払いいただ
き、シングル部屋利用となります。相部屋はお受けしておりません。
※上記ツアーは他のツアーと同じバスで観光・移動・送迎を行う場合
があります。

★

皆既日食観測場所

杭州新世紀大酒店（杭州）

（外観）

観光スポット

ご利用予定ホテル

安吉大竹海度假村（安吉）

＜天荒坪ダム／写真提供：安吉県風景・旅游管理局＞

（外観）

西湖(イメージ)

＜写真提供：中国国家観光局＞

六和塔(イメージ)

※写真について 掲載している写真は撮影時のアングル・天候など諸条件により、実際にご覧になる景観とは異なる場合があります。また「イメージ」と付記されている写真は、旅行日程とは関係ない旅行目的のイメージ、旅情等を表現したものです。

●マークの説明

朝食

昼食

夕食

時間帯のめやす／早朝＝04:00−05:59

ご旅行条件
（要約）

機内食

食事なし OP オプショナルツアー

朝＝06:00−07:59

午前＝08:00−11:59

海外旅行傷害保険のおすすめ

募集型企画旅行契約約款特別補償規定によ
り、
当社はお客様がご旅行中に被られた損害については一定の範囲で補償いたしますが、
安心してご旅行していただくために、お客様ご自身で十分な海外旅行傷害保険をかけら
れますようおすすめします。詳しくは係員におたずねください。

旅行企画・実施：

日 本 通 運（株）
京都旅行センター

観光庁長官登録旅行業第19号 日本旅行業協会正会員
京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町254

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

飛行機

夕刻＝16:00−17:59）

※お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取り下さい。

［募集型企画旅行契約］
この旅行は日本通運株式会社京都旅行センター（京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町254、
観光庁長官登録旅行業第19号） (以下当社と言います。) が企画・実施する旅行であり、この
旅行に参加されるお客様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。
募集型企画旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする海外募集型
企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）に
よります。
［旅行のお申し込み・契約成立の時期］
・当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。
（別紙、
旅行条件書をご参照下さい。）申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。
申込金 ３０,０００円（お１人様につき）
・お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって成立するものと
いたします。
［旅行代金のお支払い］
・残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いい
ただきます。
［旅行代金に含まれるもの］
・旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金、観光料金＜バス料金、ガイド料金、
入場料＞
・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料（バス・トイレ付き2人部屋に2人ずつの宿泊
を基準とします。）
・旅行日程に明示した食事料金（機内食を除く）
・手荷物運搬料金（原則としてお１人様１個。ただし利用航空会社の規定重量、容積、個数の範
囲内）
・団体行動に必要な心付
・添乗員付コースの場合の添乗員同行費用
［旅行代金に含まれないもの］
・旅券印紙代証紙代（11,000円〜16,000円）
・査証料、予防接種料金、傷害疾病保険料
・渡航手続取扱料金（お客様ご自身が作成、申請された場合は不要です。）
1）出入国記録書その他を当社で作成したとき………………………… 4,200円
2）旅券申請書を作成代行したとき……………………………………… 3,675円
3)査証申請書類を当社で作成・取得したとき（1ヵ国につき）………… 4,200円
・超過手荷物料金
・飲み物代、クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付。追加飲食代
その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料
・お一人部屋を利用される場合の追加代金
・日本国内の空港施設使用料
・日本国内における自宅から発着空港（または集合／解散場所）までの交通費、宿泊料
・希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行料金
・旅行日程中の空港税
・運送機関の課す燃油サーチャージ（付加運賃・料金）
・お客様の傷害・疾病に対する医療費
［旅行契約内容・代金の変更］
・当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳しくは「条件書」に
よります。
［取消料］
・お客様はいつでも右記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
・当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も右記取消料をいただ
きます。

旅行業公正取引協議会

※移動交通機関／

午後＝12:00−17:59 （昼＝12:00−13:59

深夜＝23:00−03:59

ここに記載のない事項は当社旅行業約款
（募集型企画契約）
によります。

(1)＝「特定日（ピーク時）」
（4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7）に開始する旅行
(2)＝「特定日（ピーク時）以外」に旅行を開始する旅行
取消日（契約解除日）

(1)旅行開始日が
特定日の場合

(2)旅行開始日が
特定日以外の場合

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって40日目に当たる
日以降31日目に当たる日迄

旅行代金の１０％
（５万円を上限）

無料

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって30日目に当たる
日以降3日目に当たる日迄

旅行代金が１５〜３０万円未満‥‥３万円

旅行開始日の前々日及び前日
旅行開始日当日
無連絡不参加又は旅行開始後

旅行代金の３０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

［当社の責任］
・当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたします。
・お荷物に関する賠償限度額は当社の故意または重過失による場合を除きお一人15万円まで
とし、損害発生の翌日から起算して21日以内に通知された場合に限ります。
・その他は「条件書」によります。
［特別補償］
・当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然な外来の事故により生命、
身体または手荷物に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。詳しくは「条
件書」によります。
［旅程保証］
・旅行日程に重要な変更が行なわれた場合には、当社はその変更の内容に応じて変更補償金を
支払います。詳しくは「条件書」によります。
［お客様の責任］
・当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被っ
た時はお客様から損害の賠償を申し受けます。
［クレジットカード利用の通信契約］
・当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいます。）より、会員の
署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下「通信契約」といいます。）を条件に電
話その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発
日」
「旅行名」に加えて「カード名」
「カード番号」
「カード有効期限」等を当社にお申し出いただ
きます。
・通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時に成立し、その他の
通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立す
るものとします。
・通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払また
は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し
出のあった日となります。

［最少催行人員］
・日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあます。ただし、この場合
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時発旅行の場合は33日目)にあ
たる日より前に通知いたします。
［現地手配代行者との連絡方法］
・添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最終日程表に明示します。
［最終日程表の交付時期］
・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は旅行開始日の前日ま
でに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日
当日に交付することがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状
況についてご説明いたします。
［個人情報の取り扱いについて］
当社及び下記「販売店」欄記入の受託販売店は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきま
したお客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お
客様がお申込いただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行
者に提供させていただきます。
［旅行条件・旅行代金の基準日］
・この旅行条件は、右記の日付を基準としています。２００８年１月２０日
■その他の詳細な旅行条件は最終日程表、別途お渡しする旅行条件書並びに当社旅行業約款募
集型企画旅行契約によります。
■外務省の「海外危険情報」について:渡航先の国または地域によっては、外務省が
「渡航にあたって、治安の悪化等のため通常以上の特別な注意が必要とされる」場合
に「十分注意して下さい」という情報を発出している場合があります。この情報は、海
外に渡航・滞在される方が自分自身で安全を確保する為の参考情報です。この惰報は、
外務省の判断により逐次発出されますので、お申込の際に販売店または下記にお問
い合わせのうえお申込下さい。
■外務省海外安全相談センター TEL/03-5501-8162
■外務省海外安全情報ＦＡＸサービス 0570-023300
■外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/
■渡航先(国または地域)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」ホームページでご確認下さい。
【http://www.forth.go.jp】
■写真について:掲載している写真は撮影時のアングル、気候など諸条件により実際ご
覧になる景観とは異なる場合があります。また、
「 イメージ」と付記されている写真は、
旅行日程とは関係ない旅行目的地のイメージ・旅情などを表現したものです。また、ホ
テルの写真は、ホテル全体を写しているものではありません。特にパンフレットに明記
がない場合は、写真に写っている建物以外のお部屋になる場合もあります。
※当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービ
ス（FFP:FREQUENT FLYERS PROGRAM）を受けられる場合がありますが、同サー
ビスに関する登録・マイル換算等のお問い合わせはお客様ご自身で当該航空会社へ行
っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サ
ービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は責任を負いません。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。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、ご遠慮なく下記の取扱管理者におたずねください。

●お問い合わせ・お申し込みは

日本通運株式会社 京都旅行センター
〒６０４‑８１３４

京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町２５４

ＷＥＳＴ１８ ４階

TEL: 075-213-5510 FAX: 075-213-2533
※営業時間

09:00〜18:00（土・日・祝 休み）

総合旅行業務取扱管理者：松村

悦孝

担 当：星 本・服 部・河 本
（社）日本旅行業協会正会員

夜＝18:00−22:59

