2019 年 4 月〜5 月 東京（成田）発着

ゴールデンウイーク4月30日・5月1日限定出発

※2019年のゴールデンウイークのカレンダーは10連休。4月30日、5月1日の限定出発で残雪輝くカナディアンロッキーと春爛漫のバンクーバーを巡ります。2019年1月31日までの限定発売です。
※往路の成田＝カルガリーは直行便を利用。乗り継ぎの手間もかかりません。
※バンフの宿泊は湖上のようなザ・フェアモント・バンフ・スプリングスの山側のお部屋、バンクーバーの宿泊はダウンタウンの中心ハイアットリージェンシー・バンクーバーをご用意いたしました。
※世界遺産カナディアンロッキーの観光もお楽しみいただけます。
※日本国内各地からお得な代金でご参加できます。(別途国内線空港使用料が掛かる場合がございます）
燃油サーチャージ込！
スケジュール

食事

16：15：成田発、エアカナダ直行便で空路カルガリーへ。
・・・・日付変更線通過・・・・
1

機 2回
夕：○

10：55：カルガリー着。到着後係員がお出迎え、バンフのホテルへ。（約1時間40分～2時間）
ホテルチェックインのご案内をいたします。（チェックインは16：00以降）
お泊りは「フェアモント・バンフ・スプリングス・ホテル」の山側のお部屋です。
夕食は：ホテルダイニングにてお召し上がりください。

＜バンフ 泊＞

ホテルにて朝食

2

終日： ＜カナディアンロッキー終日観光/昼食付き/08：00～18：00 約１０時間＞
人気ＮＯ１のハイライトコース！
北米大陸最大級のコロンビア大氷原アサバスカ氷河上へ雪上車で上陸体験、バンフからの道中では氷河湖と3,000ｍの山々を満喫です。
＊雪上車が天候不良などでご乗車いただけない場合は現地で45カナダドルの返金をいたします。 乗車：雪上車 下車：レイクルイーズ
車窓：キャッスル山、ハーバートレイク、クロウフット氷河、ボウ湖、ウォーターファウル湖、ビックヒル、ボウレイク
観光途中にレストランにて昼食。

朝：○
昼：○
夕：×

＜バンフ 泊＞

3

ホテルにて朝食
朝：現地係員がカルガリー空港へご案内します。
午前：国内線にてカルガリーからバンクーバーへ
到着後バンクーバー市内へご案内いたします。
ホテル到着後 チェックイン(チェックインは16：00以降となります）
お泊りはダウンタウンの中心ジョージアストリートに建つ「ハイアットリージェンシー・バンクーバー」です。

朝：○
昼：×
夕：×
＜バンクーバー 泊＞

ホテルにて朝食
終日：自由行動。またはオプショナルツアーにてお楽しみ下さい。

4

終日： ＜A：終日ビクトリア観光（昼食付き）/07：30～19：30 約12時間＞
バンクーバーよりフェリーで１時間半、古き良き英国の面影が残る州都ビクトリアへご案内します。
四季それぞれ美しいブッチャートガーデン観光の後は、ビクトリアダウンタウンへ。インナーハーバー沿いのエンプレスホテルや州議事堂など絵葉書のような風景をお楽しみ下さい。
下車：ビクトリアダウンタウン 車窓：州議事堂、インナーハーバー 入場：ブッチャートガーデン
＊他のツアーのお客様と一緒に参加するツアーの為、バンクーバーでの出発場所を指定させて頂く事があります。
代金 大人C$250 子供 C$230(2歳以上12歳以下）現地払い (含まれるもの：車代、日本語ガイド代、昼食代、ブッチャートガーデン入場料、往復フェリー代）
主催会社： Canadian Journey Enterprises Ltd..
※オプショナルツアーの代金は予告無く変更になる場合もございます。お申込の際は必ずご確認ください。
＜バンクーバー
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泊＞

ホテルにて朝食
午前：現地係員が空港へご案内します。
13：25 ：バンクーバー発、空路成田へ。（直行便）

朝：○
昼：機
夕：機

・・・・日付変更線通過・・・・
6

朝：○
昼：×
夕：×

＜機中 泊＞

15：15：成田到着。着後、解散。

※パスポート有効残存期間：帰国時まで有効なもの。（但し急病や天候不順、航空機の欠航等不測の事態に備えて残存が少ない場合は新規取得をお勧めします。）
★【電子渡航認証＝eＴＡについて】2016年3月15日以降空路でカナダへ入国する場合「電子渡航認証＝eＴＡ」の申請が必要です。申請には7カナダドルの実費が必要になります。外国籍の場合、カナダ
入国には査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。日本国籍の場合でもeTA登録で承認が降りない場合、査
証の取得が必要になります。
■最少催行人員／2名 ■添乗員／同行致しませんが現地係員がご案内致します。 ■利用航空会社／エア・カナダ指定
■食事／朝食4回，昼食1回，夕食1回（機内食は除く） ■利用ホテル／旅行代金表参照

日本国内からのお得な追加代金 ※往復/ＪＡＬまたはANA限定。
※国際線発着時間より24時間以内に接続するＡＮＡまたはＪＡＬ便に限ります。（一部他社との共同
運航便はご利用いただけない便もございます） ※同日に乗り継げない場合、予約が取れない場合
また航空機の遅延・発着時刻の変更により生じる「前泊・後泊」の宿泊費及び交通費はお客様のご
負担となります。 ※羽田⇔成田間の移動はお客様自身のご負担となります｡ ※羽田・成田・伊丹・
関西・中部・新千歳・仙台・北九州の各空港をご利用の際には別途国内線空港使用料が必要となり
ます。いずれも出発、到着とも必要です。 ※国際線がビジネスクラスご利用の場合は追加代金が異
なります。詳しくはお問い合わせください。

空港名

大人

子供（2歳以上12歳未満）

空港名

大人

新千歳空港

¥270

¥140

中部空港

¥310

子供（2歳以上12歳未満）
¥150

仙台空港

¥230

¥120

伊丹空港

¥260

¥130

羽田空港

¥290

¥140

関西空港(第1ﾀｰﾐﾅﾙ）

¥430

¥220

成田空港(第1・2ﾀｰﾐﾅﾙ）

¥440

¥220

関西空港(第2ﾀｰﾐﾅﾙ）

出発￥410/到着￥360

出発￥410/到着￥360

成田空港(第3ﾀｰﾐﾅﾙ）

¥380

¥190

北九州空港

¥100

¥50

【国際線がエコノミークラスご利用の場合】
<追加代金￥0でご利用可>
●大阪（伊丹・関空・神戸） ●名古屋(中部）
<下記の都市から10,000円の追加代金でご利用可>
●青森 ●三沢 ●山形 ●仙台 ●八丈島 ●新潟 ●富山 ●能登 ●小松 ●南紀白浜
●岡山 ●出雲 ●岩国 ●山口宇部 ●広島 ●石見 ●高松 ●松山 ●高知 ●徳島

<下記の都市から15,000円の追加代金でご利用可>
●女満別 ●紋別 ●釧路 ●帯広 ●旭川 ●函館 ●秋田 ●大館能代 ●庄内 ●鳥取 ●米子
●福岡 ●大分 ●長崎 ●熊本 ●宮崎 ●佐賀 ●鹿児島 ●北九州 ●奄美 ●沖縄
<下記の都市から20,000円の追加代金でご利用可>
●札幌●石垣

ザ・フェアモント・バンフ・スプリングス

ハイアットリージェンシー・バンクーバー

バンフの町を見下ろす山の中腹に、古城のように佇む豪
華な老舗ホテル。周囲の森に溶け込んだ優美な姿は、
絵はがきにもなっています。創業した1888年から125年
以上という長い歴史は、そのままバンフの歴史と言えま
す。外観もさることながら、館内も城のように複雑な造り
でさまざまなタイプの客室があり、室内からはロッキーの
山々を間近に見渡すことがでる。広大な敷地内には、チ
ャンピオンシップのゴルフ場やヨーロピアンスタイルの本
格スパ、屋内プール、テニスコートなどがあり、レストラン
やグリル、バー、ラウンジも充実しています。

【旅行代金表】（おひとり様あたり / 2名様1室利用）

スタンレーパークに近い高層
高級ホテル。
ホテル地下にスカイトレインの
バラード駅、５０店舗を越える
ショッピングセンター「ロイヤル
・センター・モール」がある。

ツアーコード：CＤ-ＭＫ-58□□□□□□ （単位：円）

ホテル（バンフ）

フェアモント・バンフ・スプリングス(山側のお部屋）

ホテル（バンクーバー）

ハイアットリージェンシー・バンクーバー

利用クラス

エコノミークラス

ビジネスクラス

コード

AC6G01

AC6G02

4月30日出発

459,800

889,000

5月1日出発

459,800

829,000

一人部屋追加代金（4/30発）

89,000

89,000

一人部屋追加代金（5/1発）

100,000

100,000

お部屋についてのご注意
2人用のお部屋には、シングルベッドが2台のツインベッドルー
ムとキングサイズまたはクイーンサイズの大型ベッド１台のダ
ブルベッドルームの2種類があります。出きる限りツインベッド
ルームをご用意いたしますが、場合によりダブルベッドルーム
に2台目のベッドとして簡易ベッドをいれてご利用いただく場合
があります。但し、ハネムーンやご夫婦等のカップルでご参加
の場合で大型ベッド１台のみのご利用となる場合があります。
また、ツインベッドルームの場合、2つのベッドが離れていない
部屋や2つのベッドサイズや種類の異なる部屋が含まれます。
3人部屋の場合、2人部屋に簡易ベッドを入れる為、手狭になり
ます。また、簡易ベッドは夜遅くに入る場合があります。

★子供旅行代金（2歳以上12歳未満）は一律10,000円引きです。
★幼児旅行代金（2歳未満）は一律50,000円。但し、航空座席、ベッドを使用しない場合に限ります。
★延泊はお受けいたしません。
★カナダ諸税（7,500円/大人，子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
★国際観光旅客税（大人・子供同額/1,000円、2歳未満非課税）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
★成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円/子供1,570円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
★「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。 今後燃油サーチャージが増額または減額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。
★ビジネスクラス利用は国際線のみとなります

旅行条件（要約） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。
旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。
●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録
第55号。以下「当社」といいます。）が旅行企画・実施するものであり、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。旅行契約の内容・条件は下記によるほか別途お渡しする旅行条件書、出発
前にお渡しする確定書面（最終日程表）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。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等
により予約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いしま
す。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金／〈旅行代金が30万円以上〉50.000円以上旅行代金まで。〈旅行代金が15万円以上30万円未満〉30.000円以上旅行代金
まで。〈旅行代金が15万円未満〉20.000円以上旅行代金まで。
●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31日目にあたる日より前（お申込みが間際の
場合は当社が指定する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが含まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・
ガイド代金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二人部屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金および
税・サービス料金※手荷物運搬料金※団体行動中の心付※添乗員が同行するコースの同行代金※その他パンフレット等で含まれ
る旨明示したもの。上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年11月10日を基準としています。また、旅行代金は、2018年11月10日現
在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2018年11月10日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則
を基準として算出しています。
●パンフレットの表示について
◆スケジュール中の予定時間。〈03:00～06:00〉早朝、〈06:00～08:00〉朝、〈08:00～12:00〉午前、〈12:00～13:00〉昼、〈13:00～17:00〉
午後、〈17:00～19:00〉夕刻、19:00～23:00〉夜、〈23:00～03:00〉深夜。
◆スケジュール中の食事について、機：機内食、朝：朝食、昼：昼食、夕：夕食
◆スケジュール中の観光について、天候や道路事情により観光先を変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
（現地空港税及び燃油サーチャージの合算額は2018年11月10日現在の社内レートを元に算出しております。この金額については
出発時為替レートにより差額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予めご了承ください。

お申し込み・お問い合わせは
観光庁長官登録旅行業第55号

●旅行代金に含まれないもの／上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内に
おける自宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニ
ング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・
疾病に関する医療費※日本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空港税等が含まれていることを明示
したコースを除きます。コースによっては、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）

関東海外予約センター

●取消料／お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。
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
40日目にあたる日以降～31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
30日目にあたる日以降～15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
14日目に当たる日以降～3日目に当たる日まで

ピーク時（4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7）に
開始する旅行

左記以外の日に
開始する旅行

旅行代金の10％ （最高5万円とします）

無料

旅行代金が50万円以上 ・・・・・・・・・・・・・・・
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 ・・・・・・・・・・・・・・・・
旅行代金の20％

旅行開始日の前々日～当日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100％

10万円
5万円
3万円
2万円
旅行代金の20%

〒140-0031 東京都品川区西五反田8-3-6 ＴＫ五反田ビル
TEL 03-5759-8411 FAX 03-5759-1952
営業時間 平日 10:00～18：00 土・日・祝日休み
E‐MAIL yoyaku–kaigai.tyo@mwt.co.jp

