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ニュージェン エアウェイズ チャーター便で行く (

バンコク
,
,

）

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

95 800円～149 800円

現地係員がご案内するマイセレクト 仙台発着 ニュージェン エアウェイズ チャーター便で行く
バンコク5日間 フリーコース
（2名1室利用／Yクラス席／おとな・こども・ノーベッドこども同額）

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。※国内空港施設使用料等および海外空港諸税が必要となります。

タイ料理
（イメージ）
www.baan-khanitha.com

ヤイ・チャイモンコン寺院／アユタヤ

プラ・マハタート寺院／アユタヤ

旅の始まりから終わりまで、充実のサポートラインで皆様の旅に寄り添う

ルックJTB安心パック

ルックJTB安心パックについて、詳しくは下記WEBサイトへ
ルックJTB 安心

ルックJTBの品質に対する自信の表れ。お客様に有利なご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、ご旅行代金に対して記載の補償率を乗じた金額を変更補償金と
してお支払いいたします。但し、
「ノーベッドこども代金」にてご参加のお客様を除きます。
「ノーベッドこども代金」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。

ルックＪＴＢの旅程保証
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
ひとつの旅行契約につき、旅行代金に右記を乗じた額を上限とする

ルックJTBの特約として定めた補償率
旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合

旅行開始日以降に
お客様に通知した場合

30％を上限

30％を上限

5.0%

10.0%

旅行業約款とは観光庁と消費者庁が定めた約款で日本のほとんどの旅行会社が採用しているものです。 ●表内文中の
「種類」
・
「設備」
等
用語の定義は、
約款上の解釈または関係省庁・関係団体が別途定めるガイドライン等に準じます。

ルックＪＴＢのお約束

加!

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）

10.0%

●
「ルックJTBのお約束」
は、
次の様な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 ③暴動 ④官公
署の命令 ⑤欠航、
不通、
休業等運送・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 ⑦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 ⑧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
●
「ルックJTBのお約束」
は、
複数項目に該当する場合、
お支払いする上限は旅行代金の20％とします。
「ルックJTBの旅程保証」
と
「ルックJTBのお約束」
を合わせてお支払いする場合においては、
お支払いする合算額は旅行代金の30％を上限
とします。

航空機に大幅な遅延が生じた場合は、ルックＪＴＢよりお見舞金をご用意します

【ルックJTB遅延お見舞金制度】

■お見舞い金額（お1人様）
：10,000円

■対象：当パンフレット掲載コースにご参加のお客様 ※航空座席を利用しない幼児は除きます。 ※現地集合パッケージでご参
加の場合および、お取り消しや催行中止により、予定の航空便や代替便をご利用にならなかった場合は対象となりません。 ※現
地集合パッケージをご利用の場合は除きます。 ■適用条件 ・日本を出国するためにお客様が搭乗する予定の航空機（国内線
特別代金プラン利用を含む）の６時間以上の遅延、もしくは欠航等により６時間以内に代替便を利用できない場合。または、航空機
の遅延・欠航等が原因で、本邦外における最初の目的地（宿泊地）にお客様の搭乗する航空機が予定時刻より６時間以上遅延した
場合 ・日本の最終到着空港へ帰着するために、お客様が搭乗する予定の航空機（国内線特別プラン利用を含む）の6時間以上の
遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。または、航空機の遅延・欠航等が原因で、最終到着空港にお
客様の搭乗する航空機が予定時刻より６時間以上遅延した場合 ・お客様が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、
その航空機の着陸した時刻から6時間以内に代替となる他の航空機（着陸地変更した航空機を含む）
を利用できない場合
●お
 見舞金請求時には所定の確認書類をご提出いただきます。なお、記載事項は「ルックJTB・ダイナミックJTB海外遅延お見舞金制度
規定」の概要を説明したものです。詳しくは右記URL、または販売店へご確認ください。
（http://www.jtb.co.jp/lookjtb/service/）

検索

現地で日本語対応。気軽な相談窓口【JTBデスク】
旅行日程表をスマートフォンにダウンロード

【ルックJTBアプリ】

不測の事態が生じた場合のお知らせ

【緊急掲示板
（ルックJTBアプリ内】

●対象都市はルックJTBアプリにてご確認ください。

旅行前にメールで問い合わせ

【ルックJTB RAKUなびサポート】

（第24項.旅程保証）
でご確認ください。 ●標準
＜ルックＪＴＢの旅程保証のご注意＞ ●適用条件など詳細はルックJTBご旅行条件書

ご旅行条件に特約を追

エメラルド寺院／バンコク

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】

緊急時に24時間日本語で対応

【JTB緊急電話サービス】

航空機に大幅な遅延が生じた場合は、
ルックＪＴＢよりお見舞金をご用意します

【ルックJTB遅延お見舞金制度】

パスポートの紛失や、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】
体調不良や様々なご事情により急に旅行に行けなくなっても安心です。
■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JTBコースへのご予約をお
取り消しと同時に完了された場合に限ります。キャンセル待ちの場合は適用されませ
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ってもはじ
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。

●当パンフレットはチャーター便利用のため「ルックJTBのお約束（並び席、便指定）」は適用いたしません。

ニュージェン エアウェイズ チャーター便で行く

バンコク5日間 フリーコース／満喫コース
仙台
ニュージェン エアウェイズ チャーター便
（E3）
（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（※1））
アナンタラ・サイアム・バンコク・ホテル〈SL〉
オークラ プレステージ バンコク〈L〉
バンコク マリオット マーキス クイーンズパーク〈A〉

発着地
日本発着時
利用航空会社
ホテルを選ぶ
（P.3参照）
〈 〉内はホテルグレード

満喫コースでは
世界遺産アユタヤとバンコクの見どころへ
2日目

こだわりのバンコク市内観光

バンコクのシンボル・チャオプラヤ川。満喫コースでは船着き場から暁の
寺、涅槃寺へはルックJTB貸切船でチャオプラヤ川を渡り、
ご案内します。

暁の寺
チャオプラヤ川の西岸に位
置する、
トンブリ―王朝ゆか
りの寺院。色鮮やかな陶器片
のモザイクで装飾された大
仏塔はバンコクのシンボル
です。

●バスタブなしのシャワーのみのお部屋となりますが、
お部屋によってはバスタブ付

きとなる場合があります

ザ ツインタワーズ ホテル バンコク〈B〉
フリーコース
朝食3回・昼食0回・夕食0回
満喫コース
朝食3回・昼食2回・夕食2回
同行しません 現地係員がご案内します
1名
裏表紙の
〔渡航手続きについて〕
にてご確認ください

食事
添乗員
最少催行人員
渡航手続き

スケジュール

日次

09:00～16：00：仙台〈ニュージェン エアウェイズ チャーター便〉a
2/7 （日本国内またはアジア内都市経由）
（※2）
1
（木） 15：00～22：00：バンコク着 着後：ホテルへご案内

バンコク

フリーコース 1日：自由行動

暁の寺

25

涅槃寺
全長約46メートルの黄金の
寝 釈 迦 仏 が 納 めら れ た 寺
院。寝釈迦仏の足の裏には
「仏教宇宙観」が螺鈿細工で
表現されています。

満喫コース バンコク市内観光（8：30～15：15／18：00〜20：30）
暁の寺、涅槃寺、エメラルド寺院と王宮
（いずれも入場）
、
タイ料理の昼食へご案

2/8
内 免税店
（約45分）
へ立ち寄り後、
ホテルへ
2
（金） 18：00：ホテル発 タイスキ（タイ風しゃぶしゃぶ）の夕食をお楽しみください
フリーコース
満喫コース

フリーコース 1日：自由行動

3

2/9
（土）

2/11
5（月
・祝）

==
1
55
=
123

満喫コース
アユタヤ遺跡とバンパイン離宮観光（7：00～20:30）
往路はチャオプラヤ川クルーズ船でアユタヤへ
（乗船約3時間）バンパイン離
宮、ヤイ・チャイ・モンコン寺院、プラ・マハタート寺院、プラ・シー・サンペット寺
院、日本人町
（いずれも入場）
）
、象乗り体験
（約20分）
へご案内
アユタヤbバンコク
（約1時間30分）
夕食は
「マンゴーツリー」
にてタイ料理をお楽しみください 夕食後、
ホテルへ
フリーコース
満喫コース

2/10
4 （日）

バンコク
バンコク

バンコク
バンコク

==
1
55
=
123

涅槃寺
写真提供：タイ国政府観光庁

3日目

世界遺産アユタヤ遺跡へ

アユタヤ遺跡を代表する三大寺院や朱印船貿易により築かれた日本人町
跡など、見どころをたっぷりご案内します。

プラ・マハタート寺院
14世紀に建立された、アユ
タヤを代表する寺院のひと
つ。ビ ルマ軍による侵 攻 の
際に切り落とされた仏頭が
木に取り込まれた姿は必見
です。

出発まで自由行動 ホテルのチェックアウト時間は各ホテル紹介をご覧ください
出発の時間にあわせて空港へご案内
22：00～28：00：バンコク
〈ニュージェン エアウェイズ チャーター便〉a 直行便
機中
（※3） =
15
=5

07：00～12：00：仙台着

2

ご注意
ご注意 ●航空券予約時にパスポート番号と生年月日が必要です。
お申し込みの際にご用意ください。
（※1）
2018年10月1日現在の資料に基づいて作成しております。航空会社により申請予定
（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ケジュールによって、便名・発着
時間は変更となる場合があります。詳しくはご出発前にお渡しする
「最終旅行日程表」
にてご案内します。
（※2）
経由地は変更となる場合があります。
（※3）
現地出発時間は未明となる場合もありますが、便宜上
「機中」
としています。

プラ・マハタート寺院

ヤイ・チャイ・モンコン寺院
セイロンへの留学から帰国
した僧侶の瞑想のために建
てられた寺院。ひときわ高く
そびえる大仏塔をずらっと取
り囲む座仏像や、屋外に横た
わる寝仏も見ごたえがあり
ます。

ニュージェン エアウェイズご利用のご案内
●機内エンターテインメントサービスはありません。 ●機内持込手荷物はお1人様1個5㎏まで
（3辺の合計が115cm以内、55cm×40cm×20cm以内）
、受託手荷物はお1人様1個15㎏まで
無料で持ち込めます。

■ニュージェン エアウェイズ チャーター便で行く バンコク5日間
（単位：円）
エコノミークラス席（Yクラス席）旅行代金表
コースNo.／コース フリーコース

ホテル・部屋タイプ
（コースNo. ／ホテル）

JKTE5

満喫コース

JKTF5

おとな・こども・ノーベッドこども旅行代金 追加代金
コースNo. ／航空
（E3A）

燃油サーチャージを含む（裏表紙参照） お1人部屋
（相部屋不可）
2019年2月7日出発
フリーコース
満喫コース
ツインタワーズ（QS）
95,800
129,800
15,000
1部屋指定なし
（MS）
113,800
147,800
30,000
マリオット
2Mクラブルーム
（MC）
123,800
157,800
42,000
オークラ
（OS）
149,800
183,800
69,000
149,800
183,800
69,000
アナンタラ
（CS）
幼児代金 単位：円
2

空港税等について
（裏表紙参照）

19,000
別途、約4,700円を販売店にお支払いください。

ヤイ・チャイ・モンコン寺院
ご注意
ご注意 ●王室行事などで王宮とエメラルド寺院のいずれか1カ所が見学できない場合は、大理
石寺院
（入場）
にご案内します。2カ所とも見学できない場合は大理石寺院と黄金大仏寺院
（いずれ
も入場）
にご案内します。 ●各寺院、王宮は改修工事のため景観が損なわれている場合がありま
す。 ●船着き場から暁の寺、涅槃寺へは船でご案内しますが、悪天候により船でご案内できない
場合は全行程車にてご案内します。参加人数により複数の船に分かれてご案内する場合がありま
す。 ●3日目の移動は現地事情により往路が車、復路がリバークルーズに変更となる場合があり
ます。 ●タイの寺院ではショートパンツ、
ミニスカート、
キュロット、
タンクトップなど肌を露出した
服、
タイツ、
スパッツなどぴったりした服およびサンダルなどラフな服装では入場できません。土足
厳禁のため、
靴を脱いで見学します
（靴下やストッキングの着用は可）
。着脱が楽な履物が便利です。

手荷物について
●機内に無料で預けられる手荷物の個数・重量・サイズの制限は航空会社により異なります。制限
を超えると有料となる場合やお預かりできない場合がありますので、各航空会社にお問い合わせ
ください。 ●ゴルフバッグ・サーフボード等の大型荷物をお持ちになる際は、航空会社により超
過手数料が必要となる場合や、お預かりできない場合があります。また、現地では空港～ホテル
間に別途下記運搬料が必要となります。必ずご出発の7日前までに事前にご連絡ください。現地
にてお支払いください。なお、マイバスオプショナルツアーのゴルフツアーにご参加の場合はゴ
ルフバッグの運搬料不要です。ただし、出発7日前までに事前連絡をいただいた場合に限ります。
なお、万が一破損した場合は責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。また、お1人様2個
以上スーツケースをお持ちになる場合も2個目より運搬料が必要となります。
タイ

各都市ごとに250タイバーツ
（片道／おひとつ）

ランド分類 オプショナルツアー

アナンタラ・サイアム・
バンコク・ホテル

SLグレード

サイアム地区

（当パンフレットでの略称：アナンタラ)

タイ伝統のモチーフが客室やロビーに施されたラグジュアリーホテル。吹き抜けの中
庭やプールサイドには緑が溢れ、都会の喧騒を忘れさせる寛ぎの空間が広がります。
部屋指定なし
客 室 面 積：約42㎡
1室最大利用人数：3名 右記〈ご案内〉参照
アクセス情報：BTS「ラチャダムリ」駅か
ら徒歩約3分
総 客 室 数：354室
無線LAN
（Wi-Fi）
：ロビー/客室無料
※情報は 2018 年 10 月 1 日現在のもので
す。ホテル都合により予告なく変更とな
る場合があります。

スクンビット地区
Aグレード
バンコク マリオット
（当パンフレットでの略称：
マーキス クイーンズパーク
マリオット)

緑豊かなベンジャシリ公園に隣接する
大型ホテル。ショッピングセンターやオ
フィス、
レストランが集まる人気のスク
ンビットエリアに位置し、街歩きに便利
です。種類豊富な朝食ビュッフェが評判
です。

ルックJTB カードキーケース
バンコク マリオット マーキス クイーン
ズパークではルックJTBカードキーケー
スをご提示いただくと、ホテル内の施設
にて割引等のサービスをご提供します。

チェックアウト 12：00

ロビー

オークラ
プレステージバンコク

Lグレード

【ホテル内で受けられるサービス】
◆ホテル内レストランでのお食事
20％割引
◆ホテル内｢クアンスパ｣が20％割引
・16歳未満のお客様はご利用できません。

サイアム地区

（当パンフレットでの略称：オークラ)

ロビー

高品質なおもてなしを得意とするオークラならではのサービスを存分にお楽し
みください。朝食は和定食もご用意しています。
部屋指定なし
客 室 面 積：約47㎡
1室最大利用人数：3名 右記〈ご案内〉参照
アクセス情報：BTS「プルンチット」駅か
ら徒歩約2分
総 客 室 数：240室
無線LAN
（Wi-Fi）
：ロビー/客室無料
※情報は 2018 年 10 月 1 日現在のもので
す。ホテル都合により予告なく変更とな
る場合があります。
チェックアウト
洗浄機能付
12：00
トイレ

ロビー

◆
「アップ アンド アバーブ」にてアフタヌーンティー
（滞在中1回／14：00〜17：00）
※チェックアウト後もご利用いただけます

Bグレード

フアランポーン地区

（当パンフレットでの略称：ツインタワーズ)

タイ様式の広々としたロビーと、
タイ料理や中華料理など充実したレストランを
含む大型ホテルです。
部屋指定なし
客 室 面 積：約36㎡
1室最大利用人数：3名 右記〈ご案内〉参照
アクセス情報：BTS「ナショナルスタジア
ム」駅から徒歩約15分
総 客 室 数：660室
無線LAN
（Wi-Fi）
：ロビー/客室無料
※情報は 2018 年 10 月 1 日現在のもので
す。ホテル都合により予告なく変更とな
る場合があります。
ロビー

■指定駐車場：三英駐車場
（仙台空港入口右側）
または、仙台空港第2駐車場

●参加コースの日程分のみ無料となります。 ●本人確認の為、受付窓口で
「最終旅行
日程表」
をご提示ください。
（コースおよび名前部分のコピーをいただきます）
●駐車場は上記指定駐車場いずれかに限ります。
●詳しくは最終旅行日程表に同封するご案内書面にてご確認ください。

マークの見方

●シリーズ紹介
ホテルを選んで作る旅です。あなたらしいスタイルの旅をお楽しみください。
現地到着時・出発時は、係員がご案内します。
現地係員が万全のサポート体制でお迎えする安心感と、
ルックJTBがおすすめする
人気のスポットや過ごし方をプラスした充実の旅を取り揃えています。

●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）

1

部屋指定なし

客 室 面 積：約35㎡
1室最大利用人数：3名 下記〈ご案内〉参照
●バスタブなしのシャワーのみのお部屋となりますが、お部屋によってはバスタブ付きと
なる場合があります。

2

Mクラブルーム

クラブラウンジをご利用いただけるお部屋です。
客 室 面 積：約35㎡
1室最大利用人数：3名 下記〈ご案内〉参照

Mクラブラウンジ／27階
対象客室タイプ：Mクラブルーム利用コース
営業時間：06：30～23：30
◆朝食
（06：30〜10：30）

・通常の朝食会場でもお召し上がりいただけます。

◆軽食
（12：00〜14：00）
◆アルコール類
（17：30〜20：30）
、
オードブル
（17：30〜19：30）
、
デザート
（19：30〜21：30）
の提供
◆コ ーヒーや紅茶、ソフトドリンクサービ
ス、インターネットのご利用

・ドレスコードはスマートカジュアルとなります。

・9歳未満のお客様のクラブラウンジ利用
可能時間は09：00〜17：00となります。
※チェックアウト後はご利用いただけません。

Mクラブラウンジ

〈ご案内〉●1室最大利用人数はおとな・こども・ノーベッドこども
（ノーベッドこ
ども代金の設定はありません）
・幼児を含めた場合の人数です。

チェックアウト 17：00

仙台空港指定駐車場を無料でご利用いただけます！

●日程表中のマーク・食事マーク
a 飛行機 1 朝食 2 昼食 4 夕食
2 機内食 5 食事なし

・対象レストラン・施設・サービスは予告
なく変更となる場合があります。

●バスタブなしのシャワーのみのお部屋となりますが、お部屋によってはバスタブ付きと
なる場合があります。

ルックJTBのおすすめポイント

ザ ツインタワーズ
ホテル バンコク

アクセス情報：BTS「プロンポン」駅から
徒歩約5分
総 客 室 数：1,360室
無線LAN
（Wi-Fi）
：ロビー/客室無料
※情報は 2018 年 10 月 1 日現在のもので
す。ホテル都合により予告なく変更とな
る場合があります。
チェックアウト 15：00

●写真に添えられているマークの意味
世界遺産に登録されている場所です。
日程中では黒色で記載しています。

ゴルフや市内・郊外観光など自由行動時に追加料金で
ご参加いただけるオプショナルツアーをご用意！
詳しくは最終旅行日程表と一緒にお渡しする
「マイバス タイランド」
、または
WEBサイトよりご覧ください。
オプショナルツアー マイバス タイランド

検索

マイバスブック
（イメージ）

海外旅行保険へのご加入について
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難などに備えて、海外旅行
保険に必ずご加入されることをおすすめします。保険会社により、日本語による緊急時の相談
などのサービスも受けられます
（ジェイアイ傷害火災の
「Jiデスク」
など）
。外国での治療費用や
ご自身の責任による賠償金などはかなり高額となります。
また、賠償義務者が外国の運輸機関
や宿泊機関などである場合、賠償を取り付けるのは容易でない場合もあります。さらに国情に
より賠償額が非常に低く、十分な補償を受けられないこともあります。
●ご 旅行中に、当社旅行条件書21項
（3）
に記載のあるスカイダイビング、ハンググライ
ダー操縦等の特殊な運動を予定されている場合、海外旅行保険に加入できない場合
や、保険料割増または保険金減額となる場合があります。

3

ご案内とご注意

お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、
およびお申し込み前にお渡しする旅行条件書
（全文）
を必ずご確認の上お申し込みください。
なお、
ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、
サービス提供者にお申し出ください。

■記載内容について ●当パンフレットの記載内容は2019年2月7日出発のみ有効です。記載内容は変更になる場合があり 評価となります。そのため、同グレードのホテルでも他の地域と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。 ■お部屋の
ますので、お申し込みの際は必ず販売店でご確認ください。 ■旅行代金について ●旅行代金は、特に記載のない限りエ ベッドタイプについて ●ルックJTBではできる限り｢ツインベッドルーム｣をご用意いたしますが、場合によって｢ダブルベッド
コノミークラス席（以下「Ｙクラス席」）利用で、2人部屋をお2人でご利用いただく場合のお１人分の代金です。 ●こども代金 ルーム｣に2台目のベッドとして簡易ベッド
（エキストラベッドまたはソファーベッド）
を入れてご利用いただくことがあります。ただ
は、旅行出発日を基準として2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。 ●当パンプレット掲載コースはノーベッドこども し、ハネムーナーやご夫婦等のカップルでご参加の際は、｢ダブルベッドルーム｣で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があり
代金の設定はありません。 ●幼児代金は、旅行出発日を基準として2歳未満のお子様で、航空座席、食事、ホテルのベッドな ます。 ●｢ツインベッドルーム｣には、2つのベッドが離れていない部屋や、2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている部屋、
どを専用ではご利用されない方に適用されます。航空座席を使用される場合は、こども代金が適用となります。 ●各種追加 2つのベッドのサイズや種類が異なる部屋が含まれます。 ■１名様で1部屋ご利用の場合 ●お1人または奇数人数でご参加
代金は、特に記載のない限りおとな・こども同額となります。 ■お申し込みについて ●お申込時には、パスポートに記載さ の場合は、他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人で利用される方は、お1人部屋追加代金が必要となります。
れている通りのローマ字氏名をお申し出ください。お客様が氏名を誤って報告された場合は、航空券の発行替え、関係する機 ■3名様で1部屋（トリプルルーム）ご利用の場合 ●2人部屋に簡易ベッド
（エキストラベッドまたはソファベッド）
を入れて3名
関への氏名訂正などが必要になります。1文字違っていても本人とは見なされず、当日航空機の搭乗ができないことがありま 様でご利用いただくため手狭となります。また、キングサイズまたはクイーンサイズのベッド１台と簡易ベッド１台をご利用いただ
す。なお、運送・宿泊機関の事情により、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。この場合には当社 く場合があります。簡易ベッドの搬入は夜遅くなることがあります。 ■「ルックJTBのおすすめポイント」について ●3ページ
所定の取消料をいただきます。お客様交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます。 ●航空運送約款または航空会社 記載の「ルックJTBのおすすめポイント」は2019年2月7日出発のみ有効です。 ●幼児・ノーベッドこどもは対象外となります。
の定めにより、日程上実際に利用できない複数の予約（重複予約）をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は ●満席・貸切などの事情によりご希望の日時・レストランが利用いただけない場合があります。 ■眺望・階層について ●特
責任を負いません。 ●15歳未満の方のご参加には、保護者の同行を条件とさせていただきます。 ●20歳未満の方のご に記載のない限り、お部屋の眺望および階層は指定していません。 ●部屋指定なし：部屋タイプ、階数、お部屋からの眺望を指
参加には、親権者の同意書が必要です。 ●ホテルの営業規則により、タイでは20歳未満のみでの宿泊が禁止されている場 定できません。原則としてオーシャンビューではありません。 ■喫煙について ●法律により公共の場所での喫煙が禁じられ
合があります。 ●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必 ており、違反した場合罰金が課せられます。ホテルのほとんどの客室（ホテルによっては全客室）は禁煙ルームとして定められて
要とする方は、その旨をご旅行お申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様のお申し出 おります。なお、喫煙・禁煙の指定はお受けできませんのでご了承ください。 ■燃油サーチャージについて ●旅行代金に燃
に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。 ■渡航手続きについて
油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。旅行契約成立後に、燃油サーチャージが増額または減
●お持ちのパスポート
（旅券）が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、ならびにパスポート・ビザ（査証）の取得等はお客様ご 額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の返金はありません。 ※燃油サーチャージとは、燃油に関連する
自身の責任で行っていただきます。 ●渡航に関する情報は、日本国籍で当パンフレット掲載のコースにご参加される方を対 原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し認可を
象としています。情報は2018年10月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので必ず最新情報をご確認くださ 受ける、航空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全て
い。 ●パスポートについて 入国時6カ月以上、入国時に出国用航空券、さらに1人10,000バーツ、家族は20,000バーツ相 に課せられます。 ■空港税等について ●旅行代金には、空港税等は含まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時
当額の現金の所持が必要です。また、航空便の乗継ルートによっては、目的地以外の国の必要パスポート残存期間を要求され に徴収することを義務付けられているもの、また、日本の各空港施設使用料等については、旅行代金と併せて日本円で販売店へ
る場合があるため、必要残存期間以上の余裕のあるパスポートをご用意いただくことをおすすめします。 ●ビザ（査証）につ お支払いください。
（2018年10月1日現在の下表参照） ●各コースではおとなお１人分をご案内しています。
いて タイでは30日以内の観光の場合、査証は不要です（2018年10月1日現在） ■ご出発前のご案内について ●宿泊 〈販売店にお支払いいただく日本円換算額について〉 ●販売店にお支払いいただく日本円換算額は予約が完了した日に確
ホテルおよび利用航空会社などのスケジュールは、ご出発の2週間～７日前（遅くとも前日まで）にお渡しする「最終旅行日程 定させていただきます。換算レートは、水～土曜日に予約が完了した場合は直近の月曜日午前中の終値、日～火曜日に予約
表」にてご確認ください。添乗員が同行しないコースの現地でのご連絡先は、最終旅行日程表にてご連絡いたします。 ■航 が完了した場合は1週間前の月曜午前中の終値（いずれも三菱UFJ銀行売渡レート／月曜日が祝祭日にあたる場合は、前週
空機での移動について ●日本発着時利用航空会社に明示した航空会社の利用区間は、特に記載がない限り、日本発着の国 金曜日の午前中の終値）によります。それ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。 ●お申込み時に取消待ち
際線往復（日本→タイの最初の到着地とタイの最終出発地→日本）のみとなり、日本発着以外の区間（乗継便）の確約はありま となった場合は、予約完了となった日の換算レートにて日本円換算額を確定します。 ●空港税等の新設または税額が変更
せん。 ●航空会社の都合により、発着時間、便名、機材、乗継地、経由地が変更となる場合があります。 ■航空便放棄に伴 された場合、徴収額が変更になる場合があります。
う請求について ●当パンフレット掲載コースの航空券はＩＴ運賃が適用されているため、往復利用が条件となっています。お ■販売店にお支払いいただく空港税等一覧
客様のご都合により復路便に搭乗されなかった場合には、航空会社の運賃条件・規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求さ （ ）内はこども料金、特に記載のない場合は、おとな・こども同額、幼児不要。
（2018年10月1日現在）
せていただくことがあります。 ■バス等での移動について ●株式会社ＪＴＢが旅行企画・実施する旅行以外のお客様とご
国名
税の名称
対象
税額/１回あたり
日本円目安額
一緒に、観光、送迎などをご案内させていただくことがあります。 ●ルックJTB以外のお客様とご一緒に、観光、送迎などを
国際旅客サービス料
国際線出発
700タイバーツ
2,520円
ご案内させていただくことがあります。 ■現地係員について ●現地係員は、日本語を話しますが、日本人とは限りませ
タイ 事前旅客手続料
（幼児同額）
国際線到着・出発
35タイバーツ
130円
ん。 ■現地での送迎・観光について ●当社が旅行企画・実施する旅行以外のお客様とご一緒に、観光、送迎などをご案内
国際線発着料
（幼児同額）
国際線到着
・
出発
15タイバーツ
60円
することがあります。 ●交通渋滞等の現地事情により、移動の所要時間が大幅に変更となる場合があります。 ■ホテル情
旅客サービス施設使用料
国際線出発
600
（300）
円
−
報について ●各ページに掲載のホテル情報は2018年10月1日現在のものとなり、予告なく変更となる場合がありますの
で、現地でご利用の際ご確認ください。 ■ホテルのチェックイン・チェックアウトについて ●国際電話やお部屋のミニバー
日本
旅客保安サービス料
国際線出発
110円
−
利用など個人的な勘定の保証として、クレジットカードの提示または現金での保証金を請求されることがあります。 ■ルック
国際観光旅客税
国際線出発
1,000円
−
JTBのホテルグレード ●ルックJTBでは、各種資料や現地支店からの情報、長年の経験を通じて、ご参加いただいた数多くの
お客様の評価と添乗員のレポートなどを参考に、グレード区分を行い表示しております。また、年に一度の割合でホテルグレード ※上記日本円換算目安額は2018年10月1日現在、三菱UFJ銀行売渡レートによります（10円未満切り上げ）。
の見直しをしております。 ●グレードの高い順に「SL→L→A→B」
となります。 ●SL〜Bのホテルグレードは当該地域内での 10タイバーツ＝約36円

ルックJTBご旅行条件
（要約）

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
お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。

※
「現地での手荷物の運搬料金」
について お申し込み時にお渡しする
「旅行条件書
（全文）
」
の第８項
「旅行代金に含まれるもの」
には
（7）
「現地での手荷物運搬料金」
が記載されてい
ますが、
当パンフレットの商品には現地での手荷物運搬料金は旅行代金に含まれません。

■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、下記によるほか、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

申込金
（おひとり）
出発日の前日から起算して
出発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
さかのぼって61日目以前
50万円以上
10万円以上旅行代金まで
10万円以上旅行代金の２０％以内
30万円以上50万円未満
5万円以上旅行代金まで
5万円以上旅行代金の２０％以内
15万円以上30万円未満
3万円以上旅行代金まで
3万円以上旅行代金の２０％以内
10万円以上15万円未満
2万円以上旅行代金まで
2万円以上旅行代金の２０％以内
10万円未満
旅行代金の20％以上旅行代金まで
旅行代金の２０％
旅行代金
（おひとり）

■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ぼって60日目にあたる日以降、21日前までの間
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、追加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」
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-mail等電
子承諾通知を利用する場合は、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」
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った場合は、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。）

■旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2018年10月1日を基準としています。又、
この旅行代金は2018年10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、2018年10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泊以上のクルーズを含み
（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。
当パンフレット掲載のコースはチャーター便利用のため通常のコースと取消料基準が異なります。
契約解除の日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
61日目にあたる日まで

全出発日
（特定期間含む）
無料

旅行代金が30万円以上・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満・
・
・3万円
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
・
・2万円
60日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで 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・
・
・
・
・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
旅行代金の50％
30日目にあたる日以降〜21日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
旅行代金の80％
20日目にあたる日以降〜4日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
旅行代金の100％
3日目にあたる日以降〜当日にあたる日まで
旅行開始後又は無連絡不参加
旅行代金の100％

■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
ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/」
でもご確認ください。なお、契約後ご出発まで
の間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内し
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://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」
への
ご登録をお勧めします。

（受託販売）旅行のご相談からお申し込みまで、皆様のお役に立つ当店をご利用ください。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第64号 日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11 〒140-8602

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。

請求コード：8296303

