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札幌(新千歳)・ 函館発

出発日から最長8日間まで復路便の延長OK! 鵠磐鳳雉穫離腱製餡野虫m21&劉い¬θ2324ン凶以″29り4の

●出発日:2019年 10月 1日～2020年 4月27日
の毎日発
●食事:2日 間=1朝食付き 3日間=2朝食付き
4日間=3朝食付き
朝食無料のホテルをお選びの場合|よ朝食なしとなります。
●最少催行人員:1名
●旅行行程について:出発日より最長8日間まで
復路便の延長が可能です。
(ただし、10/13・ 14、 11/3・ 4、 12/27～ 1/5、 1/12・ 13、
2/10・ 11、 2/23・ 24、 3/21 22、 4/29‐ 5/4のり景着
にかかる復路便の延長はできません。)

(*)関 西国際空港は札幌発のみのご沐J用 となります。
(注)朝食無料のホテルをお選びの場合は朝食なしとなります

■ =日本航空利用 *JALグ ループ内のほかの運航会社 乗務員にて運航となる場合があります。

希望便=お客さまご希望の便をご利用いただけます。

'た

=ニッコー ホテルズ インターナショナル

ロ■ =フ リータイム (ご利用便によつてはフリータイムがおとりできない場合があります。)

あ =温泉付きホテル ※=お客さま負担 団 =朝食付き
喫煙 禁煙選択可 =喫
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す。

   [][勇 I;```ξζサ」鐘鞭 謙男;窟r発獅鍛 。cED=アーリチェックイン時刻
喫煙可能な場合があります。       四 =レイトチェックアウト時刻

■特に言己載がない場合、当バンフレットでは禁煙の言Q定です。
―

i2日 間=ND2372X 3日 間=ND23フ3X 4日 間=ND2374X ":定 型コース型

各地 希望使0ぃ 関西国際空港(*)大阪伊丹空港
ム ホテル ロ■
宿泊 お好きなホテルをお選びください。各地 (泊 )

1日目と同じホテルとなります。 各地 (

國■ホテルム関西国際空港(*)大阪伊丹空港
希望更■ 各地

●宿泊は、2日間コースは1日目3日lelコ ースは12日日、4日 F・3コースは123日 目のご利用となります
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1/5-1/31、
2/25^´ 3/19

日～金曜 1土曜・休前日
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お申し込みは出発日の前日から
起算してフ日前まで承ります。

■ホテル追加代金/1,自 1名様(おとな。こども同額)■旅行代金は裏面をご覧ください。 単位:円



●下記に記載のある便は、搭乗日に応じてフライト差額が必要です。記載のない便は基本代金でご利用いただけます。
●「フライト差額」とは、お客さまがお選びいただいた航空便をご利用いただく場合の差額代金です。
●当日やむを得なしヽ理由(天候など不可抗力、その他)こよりご予約しヽただいた便名および出発時刻が変更になった場合でも
フライト差額の払い戻しまありません。

新千歳一大阪 (伊丹)

新干歳→嵩唇m)
」AL3912便・JAL2006便
JAL2010便・」AL201 6便
JAL3918便・」AL2504便
JAL2506便

2/11、 2/21
11/4、 1/3、 1/1

」AL2001便 JAL2005便
」AL20091更 JAL39111更
」AL391 3{更 JAL3917{更
」AL2501便 JAL2503便

11/4、 12/31、 3/20

12/29、 1/11、 2/8

12/28、 12

上記札幌発基本代金に函館発+3,000円 (1名様/おとなこども同額)

●左記基本代金に表面に言己載の各ホテルの追加Ⅱ代金を力]算してください(おとな こども同額)。

●函館発は、札幌発基本代金に左記旅行代金差額が必要となります。(お とな。こども同額)

●本L幌発はフライトによつては左記フライト差額が必要です。
●三井ガーデンホテル大阪淀屋橋、ホテル イルグランデ梅田、アーバンホテル京都、アーバンホテ
ル京都四条プレミアム、ホテルグレイスリー京都三条は2名/1室代金までの設定となります。

【利用便】●フライトスケジュールの変更に伴い、便名発着時刻が変更となる場合があります。最新の国内線時刻表でご確認くださしヽ。●ク
ラス」の設定はありません。〔宿泊施設】●特に記載してある場合を除き、宿泊施設はバス/トイレ付きとなります。原則として1名 /1室はシングルルームまたはツインルームまたはダブルルー
ム、2名/1室はツインルームのご利用となります。3名以上でご利用の場合はツイン+エキストラベッド、ソファーベッド、スタッキングベッド、デイベッドのいずれかとなりますのであらかじめご了
承くださしヽ。●おもてなしよ特に注釈がないかぎりお1人様1泊につき1回のご利用となります。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。●空港
または最寄り駅からの所要時間は目安となります。〔食事】●ご利用便によつては、朝食が召し上がれない場合があります。【旅行代金表】●出発日により旅行代金が異なります。該当の出発日カ
レンダーのアルフアベットをご参照のうえ、旅行代金をご確認ください。●旅行代金は宿泊施設の1室当たりの利用人数を単位として適用します。【旅行代金に含まれるもの】●旅行行程表に明
示した往復の航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)、 国内線旅客施設使用料(対象空港利用の場合のみ)、 宿泊費、食事代(朝食無料のホテルをお選びの場合は含まれません)、 消費税等諸税。

お客さまの状況によつては、当初の手配
内容に含まれていない特別な配慮、措置
が必要となる可有ヒ性があります。詳f田は、
「旅行条件書Jの「お申し込み条件Jを ご
確認のうえ、特別なllE膚 、措置が必要とな
る可能1生 がある方は、こ相談させていた
ださますので必ずお中し出ください.

空機の変更により、予告なしにご指定済みのお

旅 行 条 1牛 (ヨヨ約 )お 申し込みいただく前に、このベージと各コースことのこ案内や注意事項等を必ずこ確認ください。 20196

陪募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジヤルパック(以 下「当社」という)が旅行を企画して実施す
るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また、
契約の内容 条件は、本バンフレット、旅行条件書、確定書面(旅程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契
約の部によります。

(2)当 社および当社の受託営業所 (以下「当社らJと いう)は 、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による
契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3
日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。(3)契 約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受
理した時に成立するものとします。(4)旅 行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて21日前まで
に全額お支払いいただきます。ただし、20日前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全額お支払い
いただきます。
M旅行代金 旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の
方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用
します。
蝙添乗員 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必
要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行つてい
ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなつた場
合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行つていただきます。
M取,肖料等  契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につ
き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払しヽがなく当社が契約を解除した場合は取消料と
同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参力日で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参
力]のお客さまから運送 宿泊機関等の(1台 /1室 当たりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれい
ただきます。

趙ご注意 (1)お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。(2)交 通渋滞など当社の責に帰
すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の
払い戻しもできません。(3)悪 天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく
なつた場合、当該旅イiサービスに対する取消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、
代替サービスの宿泊費 交通費等はお客さまのご負担となります。
%イ国人 情幸長の取 り扱 いにつ いて 下記受託販売lFPlに記載の受託旅行業者等および当社は、申込書に
記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用するほか、旅行において運送 宿泊機関
等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続き、並びに旅行先の免税
店 土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用します。
*そ のほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については「旅行条件書」および当社Webサ イト(PC)
(httpプ /WWW jatco jp/tours/1ooter/pttvacy htmDをご参照ください。

は「受付」完了後。「受付Jがない
|となります。

を適用いたします.

取消日
軍してさかのはつて d)旅行

開始日前日
e)旅行開始日
当日(fを 除く)

1旅行開始l.―

または
無連絡不参加

a)21日 前まで
注 (11日前まで〕

D)20日 ～8日前
主(10日 ～8日前

c)フ 日-2日前

取消料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%
※1取消料麟同左記マーク付きのオプショナルプランも上言己適用

隕旅行契約の申し込み・旅行契約成立 (1)所 定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の

旅行代金
(お 1人様 )

10.000円 未満 30,000円未満 60,000円未満 90,000円未満 90,000円以上

申込金 3,000円 6000円 12,000円 18,000円 旅行代金の20%
;tJr=f).> 取消日

利用開始日の前日から起算してさかのぼって c)利用
開始日前日

d)利用開始日
当日(eを 除く)

e)利 用開始後
または黒連絡不参力]

100%
a)4日前まで b)3日～2日前

取消料率 1   無料 20% 20% 50%
※ 1取消料 漑 左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

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

息賣上軋麟ふ鳳内■|||||1嗅 翻̈
お客さま専用
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株式会社ジャルバック
観光庁長官登録旅行業第705号
〒■408658東京都品川区東品川2-4-■■野村不動産天王洲ビル

◎ 聾龍,二鼎冬 皿 鰊 婆T昌

◆お問い合わせ。お申し込みは
〈受託販売〉

本社営F
Jヒχ]〕
綻

旅イi業務取扱管理者とは、お客さまの旅イ子を取り扱う営
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。
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二 :
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望巣ZヒK卜 144210009 曜唱学
刑・４５鋤発行日:2019年 9月 13日 1909/A 発行所:株式会社ジャルパック 無断複製・転載を禁じます。
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大阪 (伊丹)― 新千歳 」AL2019便 焉 以 外  儡

大阪 (伊丹)→新千歳
関西国際

下記以外

Webで 24時間いつでも空席照会ができます。


