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募集要項

■募集人員／16名　　■最少催行人員／６名
■食事条件／朝食4回、昼食0回、夕食0回
■利用予定航空会社／チャイナエアライン
■利用予定ホテル／
　ニューヨーク ヒルトン ミッドタウン （ツイン/バスタブトイレ付）
■添乗員／同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
※但し、申込人数が10名様以上の場合は、関西空港から添乗員が同行します。

■申込締切日／2019年2月25日㊊ ※定員になり次第締切ります。
■お申込金／100，０００円 ※お申込金は旅行代金に充当します。

燃油サーチャージ21,000円、現地空港税$63.43＝約7,230円（US$1＝113.98
円）、関西国際空港施設使用料2,730円、旅客保安サービス料310円、国際観光旅
客税1,000円が別途必要になります。（2019年1月11日現在の目安額）

燃油サーチャージ・現地空港税について
燃油サーチャージ及び現地空港諸税は変動する事があります。増額になった場合は不足分を追加徴収
し、減額になった場合は返金致します。

未成年者の渡航について
18歳未満の方が単独または片方の親同伴で、米国へ渡航する場合、両親または同行しない親からの渡
航同意書（英文）の持参が強く推奨されています。詳細は、米国大使館・領事館またはお申込の販売店に
お問い合わせください。

旅券（パスポート）：査証（ビザ）について
●旅券（パスポート）：この旅行には、帰国時まで有効な（入国時90日以上が望ましい。）IC旅券が必要です。
●査証（ビザ）：一定の条件を満たしている方は事前に電子渡航認証(ESTA)を取得することで無査証で
ご入国いただけます。取得していない場合米国行きの航空機への搭乗や、米国入国を拒否されますの
で必ず事前の登録が必要となります。
●現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・電子渡航認証(ESTA)の取得はお客様
の責任で行ってください。ESTAを取得できなかった場合は米国査証の申請が必要です。なおこれら
は、お客さまのご希望により別途渡航手続代行料金をいただいてお受けすることができます。
※上記旅券、査証について日本国籍以外の方は自国・渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。

■旅行期間／2019年 4月28日㊐～5月4日㊏ 7日間

■旅行代金／ 598,000円お一人様・2名様一室
エコノミークラス利用

※この回数に機内食は
　含みません。

相部屋はお受けしておりませんので、1名、3名のように奇数人数でご参加される場
合は、どなたかお一人について一人部屋利用追加代金98,000円を申し受けます。

※ビジネスクラス追加代金380,000円（先着6名様限定）

ゴールデンウィークに行く
ニューヨーク7日間
ゴールデンウィークに行く
ニューヨーク7日間

マンハッタン（イメージ）ジ）マンハッタン（イメージ）マンハッタン（イメマンハッタン（イメージ）

ファッション、グルメ
、アートなど様々な

分野で

最先端を行くニュー
ヨーク

予約が困難なゴー
ルデンウィークに

人気のニューヨーク
滞在ツアーを企画

！！

関西空港から台北で
の乗り継ぎ１回

チャイナエアライン
の席を確保しており

ます

ビジネスクラスご
希望の方にも、

先着申込６名様限
定で確約致します！

！

宿泊ホテルは、５番
街からわずか１ブロ

ックの

マンハッタンの中心
に位置する

ニューヨークヒルトン
ミッドタウンホテル

！！

基本客室面積は31㎡
で

シックで落ち着いた
雰囲気のお部屋です

！！

おすすめの理由はコ
コ！！

ニューヨーク証券取引所（イメージ）ニューヨーク証券取引所（イメージ）ニューヨーク証券取引所（イメージ） グランドゼロ（イメージ）グランドゼロ（イメージ）グランドゼロ（イメージ）

ブルックリン植物園の桜祭り（イメージ）ブルックリン植物園の桜祭り（イメージ）ブルックリン植物園の桜祭り（イメージ） メトロポリタン美術館（イメージ）メトロポリタン美術館（イメージ）メトロポリタン美術館（イメージ）

【ウォール街】
ニューヨーク市のマンハッタン地区にある証券取引所のほか
銀行・証券会社・商社が集まる世界金融の中心地。

【グランドゼロ】
2001年9月11日、アメリカ同時多発テロによって破壊された
ニューヨークのワールドトレードセンタービルの跡地。

【ブルックリン植物園の桜祭り】
毎年開催される桜祭りでは、200本のチェリーエスプラネード
と呼ばれる桜並木が美しい。

【メトロポリタン美術館】
1880年に開館したアメリカ最大の美術館で、古代から現代ま
で、また世界各国の美術作品を幅広く収蔵・展示している。
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関西空港にてご集合
空路、チャイナエアラインにて
台北乗継ぎ、
空路、チャイナエアラインにてニューヨークへ

日付変更線

着後、専用車にてホテルへ
滞在中、公共交通機関で使えるメトロカードを
お渡しします

【ニューヨーク市内ホテル泊】

ニューヨーク市内観光
○バッテリーパーク  ○ウォール街  ○グラウンドゼロ
○チェルシーマーケット  ○ハイライン
メトロポリタン美術館入場後、フリータイムへ

午後、フリータイム
ご希望の方にブルックリン植物園の桜祭りにご案内します
（4/29、4/30の２日間、イベントが開催されます）
ミュージカルや夕食レストランの手配も承ります（別料金）

【ニューヨーク市内ホテル泊】

終日、フリータイム
オプショナルツアー（別料金）などで
お楽しみください
【ニューヨーク市内ホテル泊】

終日、フリータイム
オプショナルツアー（別料金）などで
お楽しみください
【ニューヨーク市内ホテル泊】

出発までフリータイム
オプショナルツアー（別料金）などでお楽しみください
※チェックアウト後のスーツケースは、フロントでお預
ります
専用車にてジョン・Ｆ・ケネディ空港へ

空路、チャイナエアラインにて台北へ

日付変更線

【機内泊】

台北にて乗り継ぎ
空路、チャイナエアラインにて関西空港へ
着後、空港にて解散

■日程表／

オプショナルツアーの実施日、代金、条件、コース等は本旅行に申し込まれた方にあらためてご案内いたしますの
で、それら内容をご確認の上でお申し込みください。

①アムトラックで行く
　　ワシントン１日観光
②アムトラックで行く
　　ボストン１日観光
③ハーレムジャズ（夕食付）
④ナイアガラ１日観光（昼食付）
⑤メジャーリーグ観戦

オプショナルツアーのご案内



募集要項

■募集人員／16名　　■最少催行人員／６名
■食事条件／朝食2回、昼食2回、夕食2回
■利用予定航空会社／全日空
■利用予定客室／ワールドドリーム パレス・スイート 

クイーンサイズベッド＋ダブルサイズソファベッド
バストイレ・バルコニー付／約37㎡バルコニー含む

■添乗員／同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
※但し、申込人数が10名様以上の場合は、関西空港から添乗員が同行します。

■申込締切日／2019年6月10日㊊ ※定員になり次第締切ります。
■お申込金／50，０００円 ※お申込金は旅行代金に充当します。

燃油サーチャージ7,000円、現地空港税HK$260＝約3,780円（HK$1＝14.56
円）、関西国際空港施設使用料2,730円、旅客保安サービス料310円、国際観光旅
客税1,000円が別途必要になります。（2019年1月11日現在の目安額）

燃油サーチャージ・現地空港税について
燃油サーチャージ及び現地空港諸税は変動する事があります。増額になった場合は不足分を追加徴収
し、減額になった場合は返金致します。

旅券（パスポート）：査証（ビザ）について
●旅券（パスポート）：この旅行には、パスポートの残存有効期間「入国時に残り1ヵ月＋滞在日数以上」が
必要になります。
●査証（ビザ）：この旅行には、ビザは不要です。
●現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券、査証取得はお客様の責任で行ってくだ
さい。（日本国籍以外の方は自国・渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください）。これ
らの手続き等の代行については、当社が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。

■旅行期間／2019年 8月16日㊎～8月18日㊐ 3日間

■旅行代金／ 298,000円お一人様・2名様一室
エコノミークラス利用

※この回数に機内食は
　含みません。

相部屋はお受けしておりませんので、1名、3名のように奇数人数でご参加される場
合は、どなたかお一人について一人部屋利用追加代金50,000円を申し受けます。

※ビジネスクラス希望の方は、お問い合わせください。

夏休みに行く
香港クルーズ3日間
夏休みに行く
香港クルーズ3日間

ワールドドリーム（イメージ）ワールドドリーム（イメージ）ワールドドリーム（イメージ）

長期で休みが取れな
い方、クルーズが

初めての方におすす
めのツアーです

アジア初のプレミアム
客船「ワールドドリーム

」で

エンターテイメント満
載の２泊３日の香港ク

ルーズと

香港の街の散策もお
楽しみいただけます！

 ！

香港までは関西空港か
らの全日空直行便

を

利用します。
ビジネスクラスご希

望の方には、お申込
みを

受けてからリクエス
トさせていただきま

す！！

「ワールドドリーム
」クルーズの客室は

、

パレス・スイート（3
7㎡）に２泊していた

だき、

専用のバトラー（執
事）も付きます。

非日常の世界で快適で
優雅な滞在をご満喫く

ださい！ ！

ココがおすすめポイン
ト！！

パレス スイート（イメージ）パレス スイート（イメージ）パレス スイート（イメージ）

ドリームバトラー（イメージ）ドリームバトラー（イメージ）ドリームバトラー（イメージ）

メインプールデッキ（イメージ）メインプールデッキ（イメージ）メインプールデッキ（イメージ） シルクロードチャイニーズレストラン（イメージ）シルクロードチャイニーズレストラン（イメージ）シルクロードチャイニーズレストラン（イメージ）

【パレス・スイート】
今回ご宿泊いただく客室は、バルコニー、バス、トイレ付の約
37㎡のお部屋でクイーンサイズベッドでおくつろぎください。

【ドリームバトラー】
専門のトレーニングを受けているパレス担当のドリームバト
ラーが皆様に優雅な滞在をご提供します。

【メインプールデッキ】
デッキ13に設置されたメインプール。ウォータースライダー
もあります。プールを囲むジャグジーも人気です。

【シルクロードチャイニーズレストラン】
パレス専用レストランがご利用になれます。他にもステーキハ
ウスや東南アジア料理、日本料理、シーフードなど豊富。
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昼

夕

機

軽

朝

昼

機

関西空港にてご集合
空路、全日空にて香港へ

着後、専用車にて香港市内を車窓から観光します
観光の途中、リッツカールトンホテルでのアフタヌーン
ティーをお楽しみください

カイタッククルーズターミナルにて乗船手続き
2017年新造船のプレミアム客船「ワールドドリーム」
にて優雅な２泊３日クルーズをお楽しみください

◆夕食：船内にて

【ワールドドリーム船内（パレス・スイート）泊】

プールやジャグジー、ショーなど大型客船のアトラク
ションをたっぷりお楽しみください

◆朝食・昼食・夕食：船内にて

パレス・スイートでは、ドリームダイニングレストランな
どの他5ケ所のスペシャリティレストランでのお食事も
1日1回お楽しみいただけます
また、船内のバーやラウンジでプレミアムドリンクパッ
ケージをご利用いただけます

【ワールドドリーム船内（パレス・スイート）泊】

◆朝食：船内にて

入港
下船し、専用車にて香港市内へ
市内レストランにて飲茶の昼食後、空港へ

空路、全日空にて関西空港へ

着後、空港にて解散

■日程表／



※時間帯の目安
04:00～ 06:00～ 08:00～ 12:00～ 13:00～ 16:00～ 18:00～ 23:00～
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

ご旅行条件書 （抜粋）　※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前に内容をご確認の上、お申し込みください。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は（株）近畿日本ツーリスト関西（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行
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。

(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他
のサービス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理
することを引き受けます。

2.旅行のお申し込み
(1)当杜所定の申込書に所定の事項を記入の上、おひとりにつき別記の申込金を添えて提出してく
ださい。旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以
降21日目に当たる日（以下、「基準日」という）より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降に
お申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いい
ただきます。旅行契約は当杜が契約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。

(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けるこ
とがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を
通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申
込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

3.旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金（注釈のない場合はエコノミ一クラス、鉄道は普
通席） ②宿泊の料金、税、サービス料金 ③食事の料金、税、サービス料金 ④観光の料金（バス料
金、ガイド料金、入場料金） ⑤おひとりにつきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金（航空会
社の規定による重量） ⑥添乗員が同行する場合は、添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含み
ます。
4.旅行代金に含まれないもの
上記3のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
①超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について） ②クリーニング代、電報・電話
料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・
サーピス料金 ③傷害・疾病に関する医療費 ④渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・旅券証紙代、査
証料、予防接種料金、渡航手続き代行料金等） ⑤希望者のみが参加するオプショナルツアーの料
金 ⑥空港施設使用料、旅客保安サービス料、空港税・出国税等 ⑦燃油サーチャージ ⑧お1人部
屋を使用する場合の追加代金
5.取消料
旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人につき
次の取消料をお支払いいただきます。

当社は旅行開始日の２日前までに最終日程表（確定書面）を交付致します。
13.個人情報の取扱について　※EU在住の方はお問い合わせください。
(1)当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際に
ご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送･宿泊機関等（海外の機関等を含
む）の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保
する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお
客様のお買物等の便宜のため、お客様のお名前、旅券番号および搭乗される航空便等に係る個
人情報を、電子的方法等で海外免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、
これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。

(2)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へ
のご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当
社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は次のとおりです。「住所、氏名、電話番
号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス、旅券番号」

(3)上記の他、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームペー
ジでご確認ください。

14.その他
(1)海外危険情報について
渡航先（国又は地域）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出さ
れている場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
外務省海外安全ホームページ　URL:https://www.anzen.mofa/go.jp/
外務省海外旅行登録「たびレジ」URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

(2)保険衛生について
渡航先の衛生情報については以下をご確認下さい。
厚生労働省検疫所　海外で健康に過ごすために　URL:https://www.forth.go.jp/

15.基準期日
この旅行条件は、2019年1月11日現在を基準としております。
また旅行代金は、2019年1月11日現在有効なものとして公示されている航空運貨・適用規則
を基準として算出しています。

※「ピーク時」とは12月20日～1月7日まで、4月27日～5月6日まで及び7月20日～8月31日
までをいいます。

6.旅行代金の変更
天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機
関の運賃・料金の大幅な改定により旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。尚お客様のお
申し出により旅行内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきます。また運送・宿泊機関の
利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に
当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは契約書面に記載したとこ
ろにより旅行代金を変更します。
7.最少催行人員
お客様の数が明記の最少催行人員に達しないときは旅行の催行を中止することがあります。この
場合には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目（ピーク時は33日目）にあたる日
より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
8.特別補償
当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款の特別補償規定で定
めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ外来の事故により、生命、身体又は荷物に
被られた一定の損害については、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
9.お客様に対する責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、
損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった
場合に限ります。

(2)手荷物について生じた損害については、本項（1）の規定にかかわらず、損害発生日の翌日から
起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1人15万円を限度(当社に
故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。

(3)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止，官公暑の命令その
他（伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによ
って生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等）の当社の関与し得ない事由によ
り損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではあり
ません。

10.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなけれ
ばなりません。

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容につい
て理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるもの
と認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出な
ければなりません。

11.旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償
金を支払います。
12.確定書面の交付

取消料（おひとり）・旅行代金基準

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、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に解除する場合（②～④に揚げる場合を除く）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当る日以降に解除する場合
（③～④に掲げる場合を除く）
旅行開始日の前々日以降に解除する場合（④に掲げる場合を除く）
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行契約の取り消し期日（区分） 

①

②

③
④

承認番号：【関西161119010004】

■イベント企画

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。
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
旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

㈱近畿日本ツーリスト関西   神 戸支店
TEL.078-392-2433  FAX.078-392-3822

■旅行企画・実施／お申込み・お問い合わせは

〒650-0032 神戸市中央区伊藤町121 神戸伊藤町ビル8階　総合旅行業務取扱管理者／藤原雅記　担当／下山 勉、岡田佳子
営業時間：月～金 9：15～18：00　土・日・祝日、年末年始は休業　休業日及び営業時間外の取消・変更のお申出には対応が出来ません。翌営業日の受付となります。

10450207（01）

観光庁長官登録旅行業第2039号 一般社団法人日本旅行業協会会員

旅行業公正取引協議会
旅行業公正取引協議会会員

☆下記項目にご記入の上、FAXにてご提出願います。 ※同行者が複数の場合は本紙を複写してお申込み下さい。

参加申込書 ㈱近畿日本ツーリスト関西　神戸支店 宛 FAX.078-392-3822
旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での宿泊機関（海外の機関を含む）･保険会社・海外免税店等への個人情報の提供について同意の上、旅行に申し込みます。

GWに行くニューヨーク7日間／２０１９年４月２８日～５月４日参加コース
ご参加人数

夏休みに行く香港クルーズ3日間／２０１９年8月16日～8月18日右記の参加コースに
○印を記入ください。

名様

①

②

兵庫医師国保補助金を 資料送付先 □勤務先希望 □自宅希望□利用する □利用しない

フリガナ ＜パスポートの記載どおりご記入ください＞

フリガナ ＴＥＬ

ＦＡＸ

携帯□自 宅 住 所
□勤務先住所

お　名　前

生 年 月 日
 年 　　月 　　日
（西暦　　　　年）□昭和

□平成

□昭和
□平成

医院名

〒

ロ
ー
マ
字

性
　
別

男  

・  

女
姓 名

兵庫医師国保補助金を 資料送付先 □勤務先希望 □自宅希望□利用する □利用しない

フリガナ ＜パスポートの記載どおりご記入ください＞

フリガナ ＴＥＬ

ＦＡＸ

携帯□自 宅 住 所
□勤務先住所

お　名　前

生 年 月 日
 年 　　月 　　日
（西暦　　　　年） 医院名

又は
所属先

〒

ロ
ー
マ
字

性
　
別

男  

・  

女
姓 名

年　　　　月　　　　日申込日


