■ご旅行期間:2019年 4月 10日 (水 )〜 4月 18日 (木 )

愉
跡行

548,000円

燃油サーチ ャージ及び航空保険料 28,600円 、海外空港諸税及び成田空港施設使
用料 10,420円 、国際旅客観 光税 1,000円 、予約 。
発 券 システム使用料、イタリア宿
泊税 (2018年 12月 1日 現在 )は 旅行代金 に含 まれてお りませんので別途お支払 く
ださい。 ※原油相場 により燃油サーチ ャージは変動することがございます。

エコノ ミー クラスご利用)
(お ― 人様・2名 様 ― 室 。
※次の箇所でご乗車可能です。(福 島駅西口/12:00発 椰山駅西日/13:00■ いわき濤本:C月 4:30発 )※ 成田空港集合・解散の場合でもご旅行代金の返全はありません6
※旅行代金に含まれないもの:― 人部屋追加代金卿
円(7泊 )。 ※為替相●、
原油相場により上記料金は変動することがございます。

ヽ
■募集人員:8組 16名 (最 少催行人員 12名 )※ 障がい者の方と付添も
の方を1組 としてお申込み下さい。
■食事:朝 7回 、
昼5回 、
夕7回 (機 内食除く)
※また、
■添乗員:1日 目福島駅より 9日 目福島駅まで同行 します。
2名 のポランテイアが同行レ警要に応じて介護致します。
:ア
・
■航空会社 リタリア イタリア腔
■申込締切日:2019年 1月 31日 (木 )
̲
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※電動車椅子並びに重度障がい者でも参加可能です。
※航空機材又はリフト付バス等の都合上、
折りたたみの出来ない電動車綺子の搭載制限がございます。

■利用予定バス会社 :ト ランスノヽック株式会社 (福 島⇔成日間)
「国際観光旅客fI」 が創設されました。
■■口旧Du康■日患について 観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充■砒 を図るための恒久的な財源を確保するために、
2C119■ 1月 7日 以降の出国1回 につき1 lD∞ 円゛
ゝ 行費用に加算されます。

■澤外危 臓情 報 .現地 の治 口・齋気 につ いて
渡航先 (回 、または地域)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関連情報が

ァリタリア ‐イタリア航空 を利用する場合 は、予約 発券 システム手数料DS(D ttibtnon Supo ment)の 導入にあたり、お一人様 10
棚 注 t輌
ユーロ12018年 12月 1日 現在)の 円換算額が旅行費用に加算 されます。なお、
航空券の券種 により同手数料が適用 されない場合は、
徴収ぃた しません。
…

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。
●外椰 曽 TEL:033580‐ 331l URL:ht,″
■mttOn.mofa go jpノ
…
URL

■イ タリフ晰n自 腱 先般、イタリアにて宿泊する旅行者を対象に、
宿泊都市により滞在寄付金 (宿 泊税)の 支払ぃが義務付けられております。これは各都市より
宿泊ホテルを通じて個々のお客様へ請求され、お一人権 1泊 あたり2〜 7ユ ーロをホテルチェックアウト時にお支払いいただくことになります。
予めご了承ください
ますようお願い申し上げます。
■燿釉 サ ー チ ヤー ジの ご案 内
「燃油特別付加運賃 料金 (以 下、燃油サーチ ャージ)」 を設定 し、国土交凛省に申請 許可 されま
各航空会社 では、昨今の世界的な航空燃油価格の高騰 を受 け、
した。それに伴 い当社 といた しま しては、2∞ 5年 4月 1日 出発の ツアーより旅行代金 とは別途 お客様 にお支払 いいただ くことにな りま した。今後、燃油 サー
チャージは変動する場合 がございます。
残金請求時に旅行代金 とともに請求 させていただきますのであらか じめご了承 ください。

■国内空港薔殿使用 ■ .旅 書保安 サ ー ビス料 、
航空保 険特別斜會 の ご案内
海外空港 蘭税 、
旅行代金には国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税、航空保険特別料金が
含まれておりません。
残金請求時に旅行代金とともに請求させていただきますので、あらかじ
めご了承ください。
新設される場合がございます。
海外空港諸税は予告無く変更又は、

日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします。
※ピーク時以外にご出発のお客様には 旅行開始日の前日から起
てきか羽ぎつて23日
ヽ
たします。
目にあたるBよ り前までに旅行を中止する旨椰
"し
●旅 行代金が期日まで入金のない場念 参lIPお 断りすることがあります。

1.募 集型企画旅行契駒
いにのご旅行は株式会社阪急交通社[観 洵テ長官登録旅行業第1847刷 (以 下当社といい
ます)が 企画実施するFIT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
行契約を締結することになります。

●沖込条件の不適合
必要な介助者の不在その他の哺由により当該旅行に耐えられないと認め
6旅 行者が病気、

お客様が当社の定める旅行日程に従って運送 宿泊機関はどの提供するこ送 宿泊
(2崖 に は、
その他の旅行に関するサービス (以 下『旅行サービ刻 といいます)の 提供を受けることがで
きるように手己をし 鯉 することを弓き剣 サます。
(3蕩 喋型 0画 ¨
内容、
条件はこリ レ フレット出発前にお波しする確定書面際 旅行日
の部 (以 下「当出 む測 といいます)に よります。
詢 および当社旅

2お 申込み 醜

0旅行者ふ契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
11.当 社 の責 任 お よび 免 責 事 項
当社 よ当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様にl13を 与えたときは、その損害

約)

い)お 申込金20000円 を指定の□座にお振込み下さい。(申 込金は旅行代金の一部です。
旅行契約 は当社が契約締結を承結 し、
申込金を受理 した時に成立するものとします。
)
申込金は旅行代金 取消料または違約料のそれぞれ一部または全部 として取 り扱い
ます。
旅行契約は、当社 らが契約の締結を承諾 し、申込金を受領 した時に成立するも
「振 り込みJの 場合はお客様の振 り込み手続きが完了 した時点 「ゆ うち
のとします。
ょ銀行 日座自動弓き落と しJの 場合は引き落 としがされた時点で成立 します。なお、
特定 コースにつきましては 月1途 ′マンフレッ トなどに定めるところによ ります。
lz当 社らは、
電話、
動更 フアクシミリその他0日 官手段による募集型企画旅行契約の予約を受け

&旅 行契約内容・代金の憲百
3お 申込み条件
13.旅程保肛

9取 消旧のかかる場合 は

4旅行代金とおttl、 い方法

にようRコ 靭 略勘

を票出する贖の嘔準となります。
)ぎ って20日 前嶼にお振込みのご案内

5旅行代金に含まれるもの

来ピーク時とは、
12月 20日 から1月 7日 まで、
4月 27日 から刷弓6日 まで 7月 20日 から8月 31日
までをいいま九
※お取り消しの時にすでに渡航手続き開始または終了している場合は 上記取消料のほか
に渡航手続所要実費をお支払いいただきます.
※オプショナルツア￢ま旅行参加後の取り消しまできまにヽ。

10旅 行の取 り消し鯉
前項に記電 したもの以外は旅行代金に含まれません。
その一部を例示します。
中超過手荷物料金雌 の●E、 容量 個数を越えるもの

■クリーニングに 電話料、
ホテルのポーイ メイド等に対するチッス 追加畝濾農自
W、的性
質の諸劇ヨ ネー3訪 間□ 都市において 宿泊機関が現地にて宿泊者個々より徴収する
税金等の諸費用 中翻日疾病に関する医療費用等

約の爾

次に挙げる場合は、
旅行の実施を取りやめることがあります。
地変、
官公署の命令その他の
戦乱、
暴動、
運送 宿泊欄関等の旅行サービス提供の中止、
当社の関与し得ない事由ふ生 じた場合において、
旅行日程に従つた旅行の安全かつ円滑な実
施が不可能となり又は不可能となるおそれが精めて大きいとき。
(…
人員に満たない場合
※ピーク3謝 こ旅行を開始するお客様には 旅行瀾始日の前日から起算 してさかのぼつて33

1鳳

お問合せ。
お申し込み先】
【

株式会社阪急交通社 東京団体支店「ユニバーサルデザインツアー」
係
〒153‐ 8589 東京都目黒区青葉台3‑6‑28 住友不動産青葉台タワー 8F
総合旅行業務取扱管理者 :牛 島洋樹

電話 :03‐ 6632‐ 7275 FAX:03‐ 6745口 7371
担当 :岩調勝―、
君島潤、
石丼栞 電話の受付は09:30〜 18:000〜 金)土 日祝麟

17.個 人情報のお取扱について

お客様よりお預かりする個劇 青報のお取扱については、ご旅行条件喜巻来 の「個人情報のお
取扱についrlを ご参照ください。

18 tOIL

6)お

客様の出■宣をはかるためにお土産物品のご案内をすることがありますがお買い物

に関しましては、
お客様の責任で購入していただきます。
(2当 社はいかなる場合でも旅行の再実枷 よいたしまし ヽ。

お申込金】
【
お申込金201000円 を指定の口座にお振込み下さい。(申 込金は旅行
代金の一部です。
旅行契約は当社が契約締結を承皓し、申込金を受理
した時に成立するものとします。
)

■金融機関 :三 菱 UF」 銀行新橋駅前支店
■口座番号 :普 通 1005348
■口 座 名 :株 式会社阪急交通社

