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ルック」TBの品質に対する自信の表れ。お客様に有利など契約条件にしています
以下に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合、旅程保証に基づく変更補償金に加えて、ルック」TB特約として定めた補償額をお
支払いします(下記表内ルックJIB特約0に記載の補償額)。 但し、「ノーベットこども代金」にてご参加のお客様を除きます。「ノーベッド
ことも代金Jとは宿泊施設の宿泊代が発生しない旅行代金です。宿泊に限らず、当該宿泊施設による各種サービスの提供がないコースに
おいては、宿泊機関に関する変更による旅程保証制度の適用はありません。

1旅行前にメールで問い合わせ‐【ルック」TB RAKUな びサポート】
1旅行日程表をスマートフオンにダウンロード
【ルック」TBアプリ】

‐乗継空港でのトラブルに電話で対応
|【乗継サポート】
1不測の事態が生じた場合のお知らせ
‐【緊急掲示板(ルック」丁Bアプリ内)】

| ●対象都市|まルックJTBアプリにてこ確認ください。販売店また.  は現地にてこ案内する場合があります。

1現地で日本語対応。気軽な相談窓口
‐【」TBデスク】
現地空港では係員が日本語でお出迎え
【空港送迎サービス】

「旅程保証」と「ルックJTB特約」をあわせてお支払いする場合の合算額は30%を上限

【」TB緊急電話サービス】

|バスポートの紛失や、思わぬけが・病気など
緊急時こそ誠心誠意サポートします

お客様都合でご旅行を取り消される場合も、次回のご旅行をご予約・ご参加いただくことで、取消料はいただきません
【取消料免除制度】体調不良や様々 など事情により急に旅行に行けなくなつても安心です。
お申し出の期日:出発日の前日から起算して14日前まで  適用条件:当初ご参加予定コースのご出発日から3カ月未満に出発するルック」TBコースヘのご予約をお取り消じと同時に完了さ
れた場合に限ります。キヤンセル待ちの場合は適用され志せん。新たにご予約されたコースも取|り消された場合、取消料発生日前であつてもはじめにご予約されたコースの取消料が必要となり
ます。また、取消料対象期間内の取り消しの場合、新たにご予約されたコースと以前取り消されたコースの高い方の取消料が必要となります。詳しくは販売店へご確認ください。

旅行開始前/開始後の通知は問わない当社が変更補償金を支払う
変更該当項目については

旅行条件書(全文)をご覧ください
旅行代金が30万円未満の場合:1件・1泊あたり5千円
旅行代金が30万円以上の場合:1件・1泊あたり1万円

ひとつの旅行契約につき、約款に定められた変更補償金と合わせて、旅行代金の30%を上限
【ご注意】●適用条件など詳細はルック」TBご旅行条件書(第24頂 旅程保証)でご確認ください。

本邦内と本邦外との間における指定した航空便の変更(ひとつの旅行契約につき)

本邦内と本邦外との間における指定した航空便において並び席の離れた席へ変更および事前のお約束が可能なコース
において、お約束した窓側または通路側の選択が実施できなかつた場合(ひとつの旅行契約につき)

●「ルック」TBのお約束」は、次に掲げる事由による変更の場合は適用になりません。①旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 ②
戦乱○暴動 ④官公署の命令⑤欠航、不通、体業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ⑥遅延、運送スケジュールの変更等
当初の運行計画によらない運送サービス(機材変更を含む)の提供 ②旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 ③指
定した航空便の変更が、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合

ひとつの旅行契約につき、旅行代金の20%を 上 限 とする。(複数項目に該当する場合を含む)

往復の国際線では追加代金なしで防レックJTBの並び席』をご用意します
『ルック」TBの並び席』とは 【対象】●当バンフレットに掲載した全コースの日本発着の国際線区間往復(全座席クラス)●同じコース番号を同時予約
された同一予約受付番号のお客様 機配〕JIま 指定できませ五́.詳細は右記のrl席配列の「 Jをこ参照ください。記載の ll材 ||―「 Jです.当 日、予定の機材
で運niする場合に限ります。 ●『ルックJTBの並び席Jをご用意てきない場合は、上記記載のルックJTB特約②の2の対応をします。 【エコノミークラ
ス席の場合】●2～6名でご参加のお客様に対し、右記の組み合わせまたはそれらに準ずる座席配置でご用意します。 ●3名以上の場合、必ずしも全員
が横に並ぶとは限らず、通路を挟んだり、縦並びとなる場合があります。 ●通路を挟む場合、機材都合により座席の位置が前後にずれる場合があります。
●7名以上でご参加の場合、2～6名の並び席の組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合があります。 ●通路側/窓側等のど希望や座席番号
の指定はお受けできません。 【ビジネスクラス席I●原則として2名様1単位として他の方を間に挟まない形で座席をご用意します。従つて3名以上でご参
加の時には1単位ごとに離れた座席になる場合があります。奇数での参加の時には1名様が離れた座席になる場合があります。機材によつては間に間仕切り
や通路を挟んだ吹 前御 こ向い合せの席や前御 こずれた席となる場合が制 誡 睡 び席とならな

,448聰 謀 踏猜 ざ 量 躍
場合。 ●おとな2名に幼児2名以上の場合。 ●お申し込み完了後に、参加人数の一部追加や取消フ
材変更が発生し、航空会社の都合により座席番号が変更された場合。 ●往復便とも、指定の時刻まて材変更が発生し、航空会社の都合により座席番号が変更された場合。 ●往復便とも、指定の時刻までに指定の場所にお越しいただけなかつた場
合、または、集合時亥jの指定がなく、ご自身でチェックインいただく場合において、出発時亥jの90分前までに搭乗手続きが行われなかつた場合。

2・ 4・ 2座席配置の例  回 名で参加
回 名で参加

回 名で参加

回 名で参加

回 名で参力n

鶉榜⑪凩蜀睫魏隋颯祗
(政府認可申講中 航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします)
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ゴールドコースト+エアーズロック+
12/28出発 ェアーズロックで迎える初日の出

シドニー8日間
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〔ラン渤類1蹴〕

巨木“願いの木"やダイナソーファーン、長い吊り橋
ツリートップウォークなど見どころや体験が盛りだ
くさんのツアーです。

対象コース :当パンフレット掲載コースの
ゴールドコースト自由行動時

実施日 :毎日(但し、12/25を 除く)

最少催行人員 :1名
日本出発7日前までにお申し込みください。
到着日・移動日・帰国日はご参力□いただけません。
予定日寺間 :7:30-‐ 16:30

― …
1回のみ参加いただけます。●茅ド 酬草学器 んで誕鯛究ナチュラルブリッジにご案内できない場合、マウントタ肺蝙       蛉鍼了かい服装でご参力]く ださい。)● 現地事情により運イ

リます。 ●星空観賞は天候によりご覧いただけない場合があります。その場合の払い戻しはありません。

―
●汚れてもよい歩きやすい靴と服装でご参力Bく ださい。 ●山の天候は変わりやすく冷える事が

ある為、雨具、上着などをご持参ください。(冬場は特に暖かし¶展装でご参力Eく ださい。)● 現地事情により

F得み鍵抒]議:ι笙妥 銅 許 縣 襲 幽 ば ,り
ます。 ●添乗員付きコ スよりお申し込みの場

2

|=レヰ手¶野
“
iJI       

‐ "日 =F護詢 ■,相E■ 臨 ランチ付き

二十■ル轟琵=轟整 (ラン粉類1観光)

スプリングブルック国立公園のナチュラ
ルブ リッジ地区で、神秘的な光を放つ天
然の土ボタルをご覧いただきます。

対象コース :ゴールドコースト+エアーズロック+シ ドニーコースのゴールドコースト自由行動時
実施日 :毎日  最少催行人員 :1名  予定時間 :17:15～21:30

●日本出発14日 前までにお申し込みください。ご参加いただける人数に限りがあるため早めのお申し込みを
おすすめします。 ●到着日・他都市からの移動日はゴールドコースト空港に国内線14:00ま でに至」着の場合、
参加可能。帰国日・他者Б市への移動日は参力日不可.

JTB特製ブツクレツト付き■
2歳以上のお客様/お-1人様1冊親 地渡し



(※ 1)航空会社による関係国政府の許認可の取得などを条件とします。

ランド分類 1観光

シドニー湾でフェリーに乗
船。ハーバープリッジをくぐ
り、海上からオペラハウス
を眺めます。フェリー下船後
は、オペラハウス内部見学ツ
アーヘ。外からも中からも、
オペラハウスの魅力をたつぷ
りお楽しみいただけます。

実施日:毎日(但し、2020年 1/1を 除く)
最少催行人員:1名
対象:ゴールドコースト+エアーズロック+シ ドニーコースのシドニー自由行動時
予定時間:[基本プラン109:30～ 11:30[ラ ンチ付プラン]09130～ 13:00頃
集合場所:ダーリングハーバーキャプテンクックオフィス前
解散場所:オペラハウス

●日本出発の14日前までにお申し込みください。ご参加いただける人数に限りがあるた
め、早めのお申し込みをおすすめします。 ●基本プランまたはランチ付きプランはご参
力日のグループ全員が同一のプランでお申し込みください。個人指定はお受けできません。
●至」着日・他都市からの移動日は参加不可。帰国日はシドニー空港出発が20:30以降の
フライトをご利用の場合、参力□可能。

基本プラン
ランチ付きプラン

●滞在中1回のみご参カロいただけます。 ●往復共に送迎はつきません。ご
合場所にお越しください。 ●オペラハウス館内ツアーチケット及びツアー&

ダインチケットをお渡ししますが、失くした場合はご参加いただけません。それに伴う払
い戻しはありません。 ●オペラハウス館内ツアーはイベント貸切等の現地事情により
ご案内できない場合があります。 ●オペラハウス館内ツアーは、オペラハウス主催の
定期観光となるため、」TB以外のお客様とご一緒になる場合があります。 ●オペラハ
ウス館内ツアーでご案内する観劇施設 (ホールやシアターなど)は 、コンサートホール、
オペラシアター、ドラマシアター、その他を含めた何れかのご案内となります。指定はお
受|すできません。 ●天候や現地事情によリフェリーヘ乗船できない場合、電車移動と
なります。また、当日ご参加のお客様全員が乗船できる大きさのフェリー運航がない場
合も、電車移動となります。いずれの場合も、片道フェリーチケットをお渡しします。自由
行動中、チケット有効期限内にご利用ください。これに伴う払い戻しはありません。
●オペラハウス館内ツアーの際、A4サイズ以上またはリュックサック(大きさに係わら
ず)はクロークに預ける必要があります。 〈ランチ付きプランについて〉●ランチプラ
ンのみのお申し込みはお受けできません。 ●ランチプランをお申し込みのお客様はオ
ペラハウス観光ツアー終了後、お客様ご自身でオペラバーヘお越しください。席のご予
約はなく自由席となります。

HOA68

別途、約20,300円 を販売店にお支
くヽださい。

エアーズ
ロック
除く

03晉11谷
ロツ勿こ

たつぷり観光!

東海岸の人気都市
ゴールドコーストと
シドニーも楽しめる!

f.・  ゴールドコー
GlTourism

ホテル
〈〉内は
ホテルグレード

ヴォコ・ゴールドコースト
(部屋指定なし)〈A〉

パークロイヤル
ダーリングハーバーシドニー

P,7の [渡航手続きについて]にてご確認ください

四回卜 札幌〈QF040便〉)

シドニー(乗継/日本語係員がご案内))
□田トゴールドコースト着 着後ホテルヘ
チェックインは14:00となります

ご希望により安心講座にご案内します

「土ボタル観光と星空観賞」「世界遺産グリーンマウンテン探訪」(P.2参照)

口回トゴールドコースト)
」TB特別チャーター直行便(アライアンス航空)にてエアーズロックヘ(※ 1)
回回酔エアーズロック着

fim: 7F7lt^7ry242

その後、ホテルヘ戻リチェックアウト

膨劇りJ獲輔撫鵞籐燿 ウルルを背景にご自身のカメラで写真撮影をお楽しみください
口回酔 エアーズロツク発)

」丁B特別チャーター直行便(アライアンス航空)にてシドニーヘ(※ η)
田mト シドニー着

ホテルから空港へご案内
回ロトシドニー〈QF039便〉)

困   (※ 1)航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とします。2019年 7月 1日現在の資料に基
づいて作成しています。航空会社により申請予定(も しく{よ 申請中)の運航スケジュールを基準としているた
め、認可条件および決定スケジュールによつて、発着時間等は変更となる場合があります。詳しくは最終旅行
日程表にてご案内します。 ●10歳未満のお子様のご参加はお受けできません。 ●5日目7つの聖地は写
真撮影は禁止されています。 ●4日ロエアーズロック到着後空港からそのまま観光へむかうため、予めお荷物
(お水等)や服装の準備をしていただくことをおすすめします。 ●4日目のサウンドオブサイレンスデイナーと
5日目のフィールドオブライトは悪天候の場合は、ホテル内のバンケットルームにて食事を召し上がっていただ
きます。この場合の払い戻しはありません。 ●エアーズロックでのサンセット・サンライズは気象条件により
ご覧いただけない場合があります。その場合、払い戻しはありません。 ●アライアンス航空の手荷物のご注
意について:超過手荷物料金の設定はありません。預け入れ手荷物は20kg以内(お 1人様1つまで)、 機内持
ち込み手荷物は7kg以内(お 1人様1つまで)までお持ちいただけます。これらを超える量の手荷物はお持ちい
ただけません。 ※2019年 11月よリボヤージズ・セイルズインザデザートの客室の改修工事を行う予定です。
O情報は2019年 7月 1日現在となり予告なく変更となる場合があります)

■片道Cクラス席プラン追加代金        350β 閲
■お1人部屋追カロ代金(相部屋不可)      120′ 000

●基本コースのご予約と同B寺にお申し出ください。また、ご出発の21日 前までにお申し込みください。 ●お申し込み後及び現
地での変更はできません。 ●回答には7日程度 (土・日・祝日を除く)必要となりますが、状況によリー定の期間お待ちいただく場
合があります。 ●特に記載のない限り、往復の空港・現地での旅行サービス内容 (斡旋・バス・ホテル・食事等)も同一となります。
●日本発着の国際線区間のみ対象となります。それ以外の区間はYクラス席 (エコノミークラス席)となり、お荷物の取扱しヽ こつい
てもYクラス席と同条件となります。 ●記載のCクラス席は、ルック」TBが独自に設定したもので、条件等は普通運賃とは異な
り、各航空会社が提供するビジネスクラス席のお客様向けサービス、付帯サービスやキャンペーンが適用にならない場合があり
ます。 ●『ルック」TBの並び席』については表紙をご覧ください。 ●ご予約内容を変更される場合、お申し出の時期により航
空券の再発券に関わる手数料がかかります。 ●お申し込み後の手配のため、ご希望に沿えない場合があります。その場合に
は、基本日程の座席 (エコノミークラス席)にてご参カロいただきます。予約をお取りできず、お申込みコース自体を取り消す場合、
お申し出時期により取消料が必要となります。プランのみのお取り肖しの場合、状況により基本日程の座席 (エコノミークラス席)

がお取りできない場合があり、お申し出時期により裏表紙記載の取消料が必要となります。 ●座席に関するさらに詳しい内容、
マイレージプログラムなど付帯サービスに関する内容は、お客様ご自身で各航空会社へお問い合わせください。 ●窓側/通路
側のご希望は、予約時にお申し出ください。座席数に限りがあり、ご希望に添えない場合があります。 ●当該クラス座席を提供
する航空会社に責のない理由により手配済のクラス座席をご利用できなかつた場合で、航空会社から当社に差額の払い戻しが
ない時は、差額の払い戻しはいたしません。 ●裏表紙「ご案内とご注意」の「各種プランについて」を合わせてご覧ください。

3

口川判‥     卜腱 葬耐語田
燻瓢頭嚢薫轟塾

世界遺産オ/｀考ラプヽウフt観光

追加代金 お1人様/おとな。こども(2～ 11歳)同額   (単位円)

3.lXXl

4.lXXl

¨ :

出発日・旅行代金(おとな/こども同額)         単位:円

出発日(曜日) Yクラス席旅行代金

12月 28日 (土) 598′000
■Cクラス席プラン追カロ代金          600期 田

■トリプル割引代金             …20′ 000



コースNo.は下記旅行代金表をご覧ください 国国国

発着地
食事日本発着時

利用航空会社
カンタス航空(QF)

(航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とします(※ 1

6・ 8日間  1 0 1 1 1 1
※一部朝食特典が付くホテルがあります
(詳しくは各ホテルページ参照)コース ケアンズ シドニー

ベーシック ホリデイインケアンズハーバーサイド
(部屋指定なし/P.5参照)(B〉

ヴァイブホテルシドニー
(部屋指定なし/P.5参照)くB〉 添乗員 同行しません

現地係員がご案内します

スーペリア リッジスエスプラネードリゾートケアンズ
(部屋指定なし/P.5参照)くA〉

リッジスワールドスクエアシドニー
(部屋指定なし/P.5参照)くA〉 最少催行人員 1名

デラックス ヒルトンケアンズ(部屋指定なし/
L・III=mウオータービュールーム/P.5参照)(D

インターコンチネンタルシドニー
(デラックスルーム/P.5参照)〈L〉 渡航手続き P.アの〔渡航手続きについて〕

にてご確認ください

20:05:札 幌〈QF040便〉)

シドニー(乗継/日本語係員がご案内))
13:35:ケアンズ着 着後、ホテルヘご案内
〔スーペリア・デラックス】お音「屋はすぐにご利用いただけます
【ベーシックlチエツクインは14:00以降となります

18:30:ダンディーズでの夕食をお楽しみください
日 :自由行動

ホテルから空港へご案内します
06:30～ 13:30:ケアンズ)
10:00～ 16:30:シドニー着
着後 :ホテルヘご案内 チェックイン時間は各ホテルページ参照

1日 :自 由行動
ホテルから空港へご案内します
09:30:シ ドニー〈QF039便〉)

ポイ巡
『
レイ写隧攣憑未鰈魃赳

赳;鬱饉惨恣夢糞聰膠機ol朦lal∞ )

ケアンズ市内のプルマンリーフカジノの屋上にある屋根
付きの動物園。剰咲に左右されずにコアラ、ワニ、ヘビなど、

■Cグラス席プラン/片道Cクラス席プラン追カロ代金
(お1人様/おとな・こども同額)

2019年12月 36日～2020年3月23日 (HO】 =FllEコースはホテル紹介参照)の下記出発日
(6日間〉毎週月。水曜日発 (8日間〉毎週月・水・土曜日発
魃 。至輌百次再2り1l1/224~06B簡百2/16・ 23=`蟻

~●
8B商i3/2・23発

~●
ベニ・シック:i2/25。 28発 ●デラツクス8日間112/25発 曲

5/6日 目/シ ドニー

オペラハウス観光(ランチ付き)
世界遺産オペラハウスをフェリー
から眺めたり、オペラハウスの館
内にご案内します。

購予定日寺Pel:09:30～ 13:00頃
懸集合:ダーリングハーバー

キヤプテンクツクオフィス
麗解散:オペラハウス

(※ 1)航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とします。2019年7月 1日現在の資料に基づいて作成して
います。航空会社により申講予定 (も しくは申請中)の運航スケジュールを基準としているため、認可条件および決定スクジュー
ルによって、発着時間等は変更となる場合があります。詳しくは最終旅行日程表にてご案内します。 ●ワイルドライフドーム入
場券には送迎・ガイドは含まれません。お客様ご自身でお越しください。 ●2日 目の夕食は送迎・ガイドは含まれません。お客様
ご自身でご移動ください。時間は変更となる場合があり、確定B寺間は現地にてご案内します。 ●5/6日 目」TBオ ペラハウス観
光には送迎は含まれません。現地至」着日に現地係員より集合場所のご案内をします。

12/23・ 25、 1/1・4、 1/29～ 3/23 12/16・ 18。28

■ケアンズ+シドニー608日間 エコノミ…クラス席〈Yグラス席〉旅行代金表

コース名
(コースNo./ホテル)

日
数

おとな旅行代金
「
ヨロロ=|

カンタス航空 コースNo/航空(QFl)
可単位:円

トリプル
害帽Ht金

お1人部屋
追加代金
(相部屋不可)A B C D E G

ベーシック
(AlAl)

6 28.98 34.48 37.48 47.48 47.98 47.98 *** -6′ 000 50′000
8 31.48 36.98 39.98 49.98 50.48 54.28 *** -9′ 000 75′ 000

スーペリア
(A2A2)

6 30.38 33.88 36.38 38.68 48.48 48.98 48.98 *** -9′ 000
8 33.38 41.68 51.48 51.98 55.78 -13′ 000 106′ 000

デラックス(A3A3)
]■0】 目m旧 (AAA3)

6 33.88 36.78 44.68 41.68 52.08 54.08 55.48 *** -21,000 117′ 000
8 38.68 41.58 46.48 -30′ 000 165′ 000

| こどもIフ三ベッドこども両歪 |~~~~お麗代金と同額
~ ~¬

1 幼児氏盃卜J鋼=■ Ⅲ≡三
=匿
菱薔巨互亜正Ⅸ菫壷区豆Z匠蓮亘萱

=亜
証憂亜頭巫正三∃

別途、約15,500円 を販売店にお支払いください。4

1凸,■中毒|||■|ケ|ア|ン|ズ|ンド|||||||||IFF7
日数

()内●■|1集|



シドニーのランドマークの1つハーバープリッジをオープントツプバスで走イラし
ながら、世界三大美港の1つでもあるシドニー港の昼間とはまた違う美しい景

褥対象コース:ケアンズ・シドニー6・ 8日間のシドニーの自由行動時
隕実施日,毎週月・水・金曜日(但し、12/23～ 2020年 1/11・ 27を除く)
鰈最少催行人員:1名 颯予定時間:19:30～21135
鰈集合・乗車7ヾ―クロィャルダーリングハーバーまたはホリデイインオールドシドニー(※ 1)
鰈解散・下車 ソヾ―クロィャルダーリングハーバー、オペラハウスのいずれか(※ 1)
鰈至」着日・移動日・帰国日のご参加について 到着日・他都市からの移動日:シド
ニー空港到着が国際線 14:00ま で/国内線 15:00までのフライトをご利用の場
合、参加可能 帰国日:参加不可

多卜二
~

ントップ
バスの一例

(Xl)現 地にてご案内します。ご都合にあわせてご乗車・下車していただけます。 ●日本出発21日前までにお申し込みください。ご参加いただけ
る人数に限りがあるため、早めのお申し込みをおすすめします。21日前までにお申し込みのお客様がいらっしゃらない場合は催行中止となります。

陽塀下鰈聘聰儘 |=巨藍乖 葛往J追加代金なし

絣紆凩攣鯰攣労顆滓珀当∫《卜

色をお楽しみいただけます I Iランド分類1観光〕

■対象コース :ケアンズ・シドニー
6・ 8日 間のケアンズ自由行動時
■実施日:毎日(但し、12/25を 除く)
●最少催行人員:1名
●日本出発14日前までにお申し込みくだ
さい。 ●至」着日・移動日・帰国日はご参
カロいただけません。

1追力E代金要J
ll:30キ ュランダ村からレインフォレステーションヘ

除外日:12/25
(※ 2)コ アラ抱っこできるお客様には条件があります。ご注意をご確認 ください

輌 ●ケアンズ市内の発着場所は、市
内OKギフトショップ前、ヒルトンケアンズ、リッ
ジスエスプラネード、ライリー、ホリデイインケ
アンズハーバーサイドのみとなります。その他
のホテルにご宿泊の場合、ホテル～停車場所
間はご自身で移動いただきます。集合場所は
現地にてご案内します。 ●スカイレール、
キュランダ高原列車にはガイドは同乗しませ
ん。 ●現地事情により、運行スケジュール
ルートが変更または遅延する場合があります。
〈年齢別 含まれるものについて)●バスのお
座席・体験ブランチは2歳未満の幼児へのご
用意はありません。 ●スカイレールのお座
席、プランOCを お申し込みの場合の列車の
お座席、プラン●をお申し込みの場合のおみ
やげのケーキ・レインフオレステーションでの
アクティビティ(コ アラ抱つこ写真を含む)は 3
歳以下のお子様へのご用意はありません。ま
た4歳以上のお客様でも120cm以 下のお子
様はお1人でのコアラ抱つこはできません。係
員の半」断により、それ以外のお客様でもコア
ラま包つこをお断りする場合があります。その場
合、保護者もしくは同行者の方と一緒に1枚と
なります。
〈日本語ガイドと歩こう|キ ュランダ村散策プ
ランについて〉●ご参加のご希望は当日、日
本語ドライバーガイドヘお申し出ください。
●集合場所は当日現地にてご案内します。全
て徒歩にてご案内します。

7:45‐‐8105
8:30‐‐10100
10:10‐ 10130

10130～ 12:00(※ 1)

12100～ 14:001キ ュランダ本寸
1自 由散策

14101バスにて出発
15:00頃 ‐ケアンズ主要

|ホテル着
|||||■ ■|||■ ■|■■■

ギ云ランダヘはスカ不レ
とも

0躙蒻痰儡鰊
(ランド分類1観光〕

ケアンズ主要ホテル発

(※ l)ブ ランのお客様は体験フランチは1卜 25までとなります。

岬
1200～ 14:00 キュランダ村 自由散策

14:00
1555頃 ケアンズセントラル駅着

バスにて出発
16:30頃 ケアンズ主要ホテル着

除外日:12/25

Cアーミーダック幸復餞例筆付きプラン

ご宿泊ホテル ※1 情報はア月1日 現在のものです。ホテル都合により予告なく変更になる場合がありま魂

トリニティ湾に面したエ
スプラネード沿いに位
置するホテルです。

部屋指定なし

陪アクセス情報:市内中心地DFSから車で約10分
総客室数:173室 1客室面積:約 28面
1室最大利用人数:4名 下記〈ご案内〉参照
無線LAN(Wi‐ Fi):ロ ビー/客室無料 ■]

●全室禁煙となります。

〈ご案内〉04名利用の場合、ベッド利用のおとなこどもは最大2名までとなります。

エスプラネード通りに建
つホテル。3つのプール
やテニスコート、ジムなど
施設も充実しています。

ロ ト理測 ロロ ●
…

■

日本からの到着日は
すぐにお部屋を

ご利用いただけます

善
`1畠

着走‐なし|
‐アクセス情報:市内中心地DFSか ら車で約5分
総客室数:242室  ‐客室面積 :約 32市
1室最大利用人数:4名 下記〈ご案内〉参照
無線LAN(Wi‐ Fi):ロ ビー/客室無料 :1

●全室禁煙となりま九
警|1111 1■ 171:=●

=夕
11‐   ● I■■■|||||● ■■■11■ ■|.

朝食付き ホテル内レストランにて朝食をお召し上がりいただけます。
・日本からの到着日はご利用いただけません。また、他都市への移動
日に、国内線09:00発 以前のフライト利用の場合はご利用いただけ
ません。ご利用にならなかった場合でも払しヽ戻しはありません。
」TBホットライン設置(09:00～ 16:00)

L壁璽三二IIIIIII:≡

ケアンズのウォーターフ
ロント、トリニティ湾のそ
ばに立ち、エスプラネー
ドやリーフフリートター
ミナル、中心地にも近
く、便利な立地です。
印 :膿lヨ :`ロ ロ ●離 洲 ■

日本からの至」着日は
すぐにお部屋を

ご利用いただけます

蔀屋指定なし |

隕アクセス情報:市内中心地DFSか ら徒歩約3分
鰺総客室数:262室 緻客室面積:約 33面
ml室最大利用人数:4名 下記〈ご案内〉参照
蝠無線LAN(Wi― Fi):ロ ビー/客室無料 ※1

0全室禁煙となりま丸 068問 コース12/30発はダカ,ベット1台 +エキストラベッドでのご案内となりま丸

聯朝食付き ホテル内レストランにて朝食をお召し上がりいただけます。
・日本からの至」着日はご利用いただけません。また、他都市への移動
日に、国内線09:30発 以前のフライト利用の場合はご利用いただけ
ません。ご利用にならなかつた場合でも払い戻しはありません。
J゙TBホットライン設置(09:00～ 16:00)
畿L・II】 =Hr190日 前までにご予約完了で、旅行代金が部屋指定なしと同額のウォータービュールームをご用意
●専用ホテルコードにてお申し込みくださしヽ。 機12/27～
2020年 1/3宿泊にあたる場合はお受けできません。

(お部屋の眺望について〉●ウォータービュールーム:客室の窓側 (ベラン
ダは含まない)か ら水辺が視界のかなりの部分を占めるお部屋。ホテル
の敷地や立地状況、ご利用階数によりその景観は一律ではありません。

2019年に改装を終えた
スタイリッシュな内装の
ホテル。タウンホール駅
から徒歩約10分、サリー
ヒルズなど、シドニーの
おしゃれなエリアも徒歩
圏内の立地です。

部屋指定なし
はアクセス情報:タウンホール駅から徒歩10分
は総客室数:198室  艤客室面積:約 38耐
饉1室最大利用人数:3名
艤無線LAN(Wi― FD:回 ビー/客室無料 Xl
●全室禁煙となりま丸

シドニー中心部に位置する、モダン
で設備の整ったホテル。観光・ビジ
ネスにも利用しやすい立地です。

:||::||:|:|:::|::::||::::11::111:1111111:111:剛

はアクセス情報 :タ ウンホール駅
から徒歩約5分
な総客室数:458室
隧客室面積 :約 24111
は1室最大利用人数:4名
下記くご案内〉参照

は無線LAN(Wi‐ Fi):回 ビー/
客室無料 ※1

●全室禁煙となりま丸 部屋指定なし

中朝食付きホテル内レストランにて朝食をお召し上がりいただけます。
・都市間の移動日、帰国日はご利用いただけません。ご利用になら
なかつた場合でも払い戻しはありません。

縦JTBホットライン設置(09100～ 17:00)
(ご案内)04名利用の場合、ベッド利用のおとなこどもま最大2名までとなります。

歴史的建造物を改装し
た趣ある建物とモダン
な客室の雰囲気が魅
力。サーキュラーキーも
近く、観光に便利な立地
です。

デラックスルーム
爾アクセス情報:サ ーキュラーキーから徒歩約5分
は総客室数:509室 爾客室面積 :約 32面
爾1室最大利用人数:3名
爾無線LAN(Wi‐ Fi):ロ ビー/客室無料 ※1

●全室禁煙となりま九

や3連泊以上の滞在で朝食付き(1部屋2名様まで)

ホテル内レストランにて朝食をお召し上がりいただけます。
・基本コースが3連泊以上の場合に限ります。
・都市間の移動日、帰国日はお召し上がりいただけません。こ牙」用
にならなかつた場合でも払い戻しはありません。

5

ウォータービュール…ム(L・II】 =厠日のみ)

入場 またはコア
ボ リジニ文化

'
13:45
14:00

14:00～ 15:20
15:30
17:25頃
18:00頃

ォークまたはパマギ リダンス)か らお好 きな
つを現地にてお選びいただけます |

イ ンフォレステーシ ョン発 __|=  __

:::多 営曇員害警奪= 
靡蟷隧隧

アンズセ ン トラル駅着 バスにて出発
アンズ主要ホテル着

.‐
| ||||||||||||||||||||||||111111111:||||||||||||||||‐ |||||||||:||||||||||||||||||:||||||:|||||||||:||||||||11韓

下 :

ヴライブ|ホテリンシドニ■|‐ ■‐・ Bクレド

lillllllll::|||||||||||||||:|||||1111111111111111111‐ |||||||||||||||||||||||:|:||||||:|||||||:||||||:::|||1111::臨



ケアンズのグリーン島、キュランダ
高原、ゴールドコーストのスプリン
グブルック国立公園、シドニーの
ブルーマウンテンズ、オペラハウス
の5つの世界遺産へご案内します。
ゴーリレドコーストではワインの
試飲や幻想的な土ボタル観賞を
お楽しみいただきます。

界 |

遺1産 111■ は宿泊地

|ケアンズ

人気3都市の世界遺産を訪れます
‐ ■||=筆 奮鷲1撃

グリーン島  L狙 旦41アンズ J

世界遺産グレートバリアリーフに浮か
ぶ、珊瑚が積もつてできたグリーン島。

す。ワインの試飲をお楽しみください。

おとな
こども

スプリングブルック国立公園

南半球のごく一部の地域でしか見ること
のできない貴重な土ボタル。

ブルーマウンテンズ

青くかすむユーカリの森、ブルーマウンテ
ンズの三姉妹が奇岩になつたという伝説
が残るスリーシスターズは必見です。

オベラハウス

シドニーのシンボル「オペラハウス」では
外観だけでなく、館内ツアーをお楽しみ
いただきます。

巨木“願いの木"やダイナソーファーン、長い吊り橋
ツリートップウォークなど見どころや体験が盛りだ
くさんのツアーです。

対象コース :当バンフレット掲載コースの
ゴールドコースト自由行動時

実施日 :毎日(但 し、12/25を除く)
1最少催行人員 :1名
1 日本出発7日前までにお申し込みください。
1到着日・移動日・帰国日はご参加いただけません。
予定時間 :7:30～ 16:30

キヤプテングツクデイナーグルーダ
(キヤプテンフ′:慮 (1鼠エレガント席ブ

'圏
 ¨

蜀予定時間:17:45～21:45   6日 目
隕最少催行人員:1名
は食事内容:3コースディナー

学穫裏卜 諄1掛曇繹 嘗 顆欝:

動物との触れ合い

コアラ抱つこ写真
ワイルドライフドームは、熱帯雨林を再現した中に
オーストラリアならではの鳥や動物、ワニなどがい
る屋内動物園。かわいい動物コアラを抱つこして
の記念撮影をお楽しみいただきます。

コアラ抱つこ(イメージ)

ocarns zoom&VVitd‖ fe Dome

東海岸の人気3都市と5つの世界遺産を巡る

ケアンズ+ゴニルドコースト+シドニー8日間‐札幌発着

オーストラリアならでは
のワイナリ…ヘ

(ラン騎類1観光〕

追力D代金(お 1人様) (単位:円 )

,000 儡 ‐‐‐  儘會』薔‡‡|]|:‡ 1:書書書鷺

ワイナリー 4日目/ゴールドコースト  M

E::
ザ…tFマ・や予ザサ奮海憲

追カロ代金(お 1人様/おとな。こども同額)(単位:円 )



ホテル名・音5屋タイプ

ホテル
〈〉内は
ホテルグレード
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朝食5回・昼食3回・夕食4回

[渡航手続きについて]にてご確認ください
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譲世界遺産グレートノやリアリーフに浮かぶ島、グリーン島では
シュノーケリングまたはグラスボトムボートを体験いただきます
筆田キュランダ高原ではキュランダ村散策後、高原列車
に乗車します
絆夕食はオカーにて、オーストラリア料理をご堪能ください
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空観賞へご案内します  口回圧 ゴールドコースト
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ゴールドコーストウ
シドニー着

ホテル着(基本/国)

ホテル着(国)
回回

機シドニー着後、ミセスマツコーリーズポイント(下車)、

セントメアリー大聖堂(下車)へご案内します
議夕食は和食(基本/国)をどうぞ ／
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回ロトホテル発

□田トホテル着

機シーニックワールドでの乗り物体験にご案内する世界
遺産ブルーマウンテンズ観光と、オペラハウス館内ツ
アーにご案内します

|シドニー
回圏トシドニー〈QF039便〉)
回ロト札幌着

H2AS8

赤字の出発日は6名様より出発保証
但し、ご出発の40日前の時点で、ご旅行契約をされたお客様が最少催
行人員に満たない場合は、催行を中止させていただくことがあります
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つ責任でご購入ください。当社では、商品の交
:い たしかねますので、トラブルが生じないよう
一卜の受け取りなどを必ず行つてください。
(しては、沿線のお土産店のトイレをお借りする
,の入店や購入は強制ではありません。 機免
手の責任において手続きください。 機各都市
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■時間帯のめやす(航空機、バス等の移動の発着時刻をもとにしためやすです)

00:00  04:00 06:00 08:00   12:00   16:00 18:00   23100 24:00

鍋寒浩蘇 ;
艤ホテルのメインづ
はカジュアルドレスカ

]を 税の名称 対 象 税額/
:回当たり
1,030円
(520)円

日本円
目安額

日
本

粘十蔵空港脈各
サービス施設料 国際線出発

国際観光旅客税 国際線出発 1,000円
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出国料 国際線出発
「
だ+,ラ

国内旅客
―ビス料

国内線,」着およひ
国内線出発 (ケアンズ)

国内線至」着および
国内線出発 (シドニー)

国内線至」着および国内線
出発(エアーズロック)

AS12 32 970円
国内旅客
サービス料 AS8 64 680円
国内旅客
サービス料 AS33 00 2,580円

保安税 国内線出発 (ケアンガ AS5 53 440円
保安税 国際線出発 (ケアンガ AS6 50 510円
保安税 早世剛うフ、 AS5 53 440円

旅客サービス料 国際線至」着および
国際線出発 (シ ドニー)

国際線到着および
国際線出発 (ケ アンズ)

AS32 22 2,520円

旅客サービス料 AS25 08 1,960円

お申し込みの際には、旅行条件書 (全文)をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえ
お申し込み<ださい。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。

■募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB(東京都品川区東品川2‐ 3‐11観光庁長官登録 旅行業第64号。以下 [当社」
といいます。)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」といいます。)を締結することになります。また、旅行条件は、下言副こよるほか、別途お
渡しする旅行条件書 (全文)、 出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業
約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期
当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて、必要事項をお申し出のうえ下記の申
込金を添えてお申し込みください。なお、申込金の額は、原則として旅行代金の20%以内となります。
申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他の通
信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申
し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結を
承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

■申込金
旅行代金
(おひとり)

申込金 (おひとり)
出発日の前日から起算して

さかのばつて60日 目にあたる日まで
出発日の前日から起算して
さかのばつて61日 目以前

10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20%以内
〕以上50万円未満
]以上30万円未満
〕以上15万円未満

5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20%以内
3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20%以内
2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の20%以内

10万円未 旅行代金の20%以上旅行代金まで 旅行代金の20%
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのばつて60日 目にあたる日以降、21日 前までのFB5
で当社が定める日に(お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに)お支払いください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消
料、追カロ諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお
申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行
代金や取消料等の支払いを受けるJこと(以下『通信契約」といいます。)を条件にお申し込みを受け
る場合があります。(受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできる
カードの種類も受託旅行業者により異なります。)
●契約成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき(e‐ mait等電
子承諾通Allを 利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき)とします。また申込時には「会
員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金
のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日Jと しま
す。(但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であつた場合は、当社らは旅行代金か
ら取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻
します。)

旅行企画・実施株式会社J¬「B
観光庁長富登録旅行業第64号  日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2311 〒1408602

■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年7月 1日を基準としています。又、この旅行代金は2019年7月 1日現在の有
効なものとして公示されている運賃・規則、または、2019年7月 1日現在認可申請中の航空運賃・適
用規則を基準として算出しています。

■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受け
ます。(お 1人様)

注)日程中に3泊以上のグルーズを含み(日 本発着時に船舶を利用するコースを除く)、各コースページに
取消料を明示しているコースは、各コースページに明示している金額を取消料として申し受けます。

■海外危険情報について
渡航先によっては、[外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合
があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全

お高たれ 協 ど涙 贖縦 紫菅愴者燿 趣 檄 磐釜雲梨 簡』き翻
ますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全
ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール
等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https//Sryww eza ryu mofa go jp/tabireg/」 への
ご登録をお勧めします。

(受話 販売 )旅行の出隔め らお申し込みまで、皆様のお役に立つ当店をご利用ください。

本社営業所
J胸置 [

総 方長イ

トー2121
フー・トラ
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町5丁目5善地 1

82-450詈
旨金 山 学

@盟潔藤 聰 慨紗曇T賢
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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

4/27‐‐5/6、 ア/20^‐ 8/31
12/20～ 1/7に開始する旅行

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって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30万円以上50万円未満
旅行代金が15万円以上30万円未満
旅行代金が10万円以上15万円未満
旅行代金が10万円未満

さかのばつて14日目にあたる日
以降～3日目にあたる日まで

膊白疱聰む鳴1蜃ジ 請求コード:8114301

ご案内とこ注意 お申し込みいただく前に、下記事項、各コース毎の掲載内容、及びお申し込み前にお渡しする旅行条件書 (全文)を必ずこ確認の上、お申し込みください。
なお、こ旅行中に受けられたサービスがこ出発前のこ案内と異なる場合は、現地にて当社及び当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。

ルックJTBご旅行条件(要約)


