
総合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、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

■渡航手続きについて：訪問する国により入国時、乗継時等における旅券の必要残存期間が異なります。お持ちの旅券
が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、旅券・査証（ビザ）の取得はお客様ご自身でお願いいたします。※当パンフレッ
ト記載の旅券及び査証の情報は、日本国旅券で当パンフレット記載のコース内容にご参加される方を対象としています。
また、情報は予告なく変更になる場合がありますので、旅行申し込み販売店へ必ず最新情報をご確認ください。●旅券（パ
スポート）について/この旅行には日本出発日時点で帰国日まで（入国時45日以上が望ましい）、有効期間が残っている旅
券が必要です。（2019年9月1日現在）。また、航空便の乗継ルートによっては、他の国の必要旅券残存期間を要求される
ことがあります。必要残存期間以上の余裕のある旅券をご用意いただくことをおすすめいたします。●ビザ（査証）につい
て/査証は不要です（但し、IC旅券または機械読取式でない旅券の場合は査証が必要です）（2019年9月1日現在）。

●渡航先（国、または地域）によって外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。海外渡航関連情報は、外務省
海外安全ホームページでもご確認いただけます。（URL：http://www.anzen.mofa.go.jp/)
●渡航先（国、または地域）の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」ホームページでご確認ください。（URL：http://www.forth.go.jp/）
●お申込の際に海外危険情報に関する書面を販売店よりお渡しいたします。

●海外旅行保険への加入について
　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。
●個人情報の取扱について
　当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客様との間の連絡、お申
し込みいただいたご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
　【要約／詳細は旅行条件書（全文）及びJTBホームページをご参照ください。】

■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2019年9月1日を基準としています。又、この旅行代金は2019年9月1日を現在有効なものとして公示されて
いる航空運賃・規則、または、2019年9月1日を現在許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。

■特別補償：当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意・又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募
集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約款特別補償規定に定める
金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
■「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。
●通信契約による旅行契約は、当社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時に成立します。（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時に成立します。）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。

■旅行代金に含まれるもの（いずれも旅行日程に明示されたものに限る）

■旅行代金に含まれないもの：前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
●超過手荷物運賃●現地での手荷物運搬料金●クリーニング代、電話通話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸
費用及びそれに伴う税・サービス料金。●渡航手続関係諸費用。●オプショナルツアー料金。●運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）●日本国
内の空港施設利用料●日本国内における自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費・宿泊費。●旅行日程中の海外空港税等

●航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金（この運賃料金には、運送機関の課す付加運賃・料金[原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び
一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。]を含みません。また、特に記載がない限りエコノミークラスを基準とします）●送迎バ
ス等の料金●観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）●宿泊の料金及び税・サービス料金（特に記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準としま
す）●食事の料金及び税・サービス料金●航空機による手荷物運搬料金●添乗員同行コースの同行費用
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。又、途中離団はお受けしていません。

■募集型企画旅行契約：この旅行は、（株）JTB高松支店（高松市鍛冶屋町7-6 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を締結することになります。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）、ご旅行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。

■その他：（1）旅行代金は特に記載のない限りおひとり分を表示しています。また、こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上～12歳未満の方に適
用します。（2）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。（3）当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使
用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正
などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊期間の事情により、氏名の訂正が
認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきますので予めご了承ください。■お申し込み方法と契約の成立時期：当社所定の申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金のお支払の際差し引

かせていただきます。電話、郵便又はFAXでお申し込みの場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申
込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込金を受理したときに成立いたします。
■申込金：お申込の際、お1人様3万円以上旅行代金の20％までお支払いいただきます。
■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が指定する期日までに）お支払いください。
■取消料：旅行契約が成立後、お客様のご都合で契約を解除される場合は、下記の金額を取消料として申し受けます。

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

取　消　日　区　分 取　消　料
（1）80日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで
（2）30日目に当たる日以降～21日目にあたる日まで
（3）20日目に当たる日以降～4日目にあたる日まで
（4）3日目に当たる日以降～

旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の

20％
50％
80％
100％

■ご旅行条件（要約）お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）を お受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
ご旅行中に受けられたサービスが出発前のご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。

●旅行契約成立後に、燃油サーチャージが増額または減額されても増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません。
■旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。

■ホテル利用客室の眺望タイプについて
【オーシャンフロント】海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。
【オーシャンビュー】客室の窓側（バルコニーやベランダは含まない）から海が視界のかなりの部分を占め、その景観を特色づけているお部屋。
ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などにより景観は一律ではありません。
【パーシャルオーシャンビュー】客室の窓側から海の一部が見える場合又は客室の窓側から海が見えないがベランダから海が見えるお部屋。
【部屋指定なし】部屋タイプ、階数、お部屋からの眺望を指定できません。チェックイン時にご利用いただけるお部屋が決定します。原則としてオーシャンビューではありません。

チャイナ エアラインチャイナ エアライン

●お申し込み・お問い合わせは

■旅行期日：2019年12月30日㈪～2020年1月2日㈭
■最少催行人員：100名　■添乗員：高松空港より同行いたします
■利用航空会社：チャイナ エアライン チャーター便利用
                     （エコノミークラス・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。）
■食事：含まれていません（機内食のみ）

※それぞれの運行事業者が所在する国または地域の方に準拠して実施するものであり当社の旅行条件は適用されません。
※お支払方法、取消料規定、注意事項についてはお客様ご自身でご確認ください。

オプショナルツアー 日本からの事前申し込みは下記のＪＴＢグループ
関係Webサイトで直接お申し込みください。

※フライト時間はチャーター便につき変更になる場合があります。 ：機内食ß

こども・幼児
旅行代金

ベッドあり航空機座席あり（対象2才以上12才未満）
ベッドなし航空機座席あり（対象2才以上12才未満）
ベッドなし航空機座席なし（対象2才未満）

おとな代金の
一律
一律

10,000円引き
160,000円
15,000円

●時間帯のめやす
（日程表内の時間帯はホテル出発時刻ではなく、
交通機関の出発時刻を表示しています。）

●時差／日本との時差は+1時間。グアムの方が進んでいます。　●査証／不要
●旅券／入国時、残存有効期限が帰国日まで有効（入国時45日以上が望ましい）。
●電圧／周波数110～120V/60Hz（日本の電化製品は変圧器が必要です。）

●平均気温・降水量・服装

●飲み水／水道水は飲めるが
　ミネラルウォーターの方が望ましい。

（JTB調査）
最高気温 最低気温 降水量 服装
28℃1月 24℃ 132mm 夏服

グアムトラベルメモ

スケジュール・宿泊地・食事日次
午前：高松空港発、チャイナ エアライン チャーター便にてグアムへ（直行便）
午後：グアム着　バスにてホテルへ

バスにて空港へ　※ホテルチェックアウトは12：00となります
午後：グアム発、チャイナ エアライン チャーター便にて高松へ（直行便）
夜：高松空港着、着後入国手続き

終日：自由行動
　　 オプショナルツアーやお買い物などでお楽しみください
グアム滞在中、赤いシャトルバス乗り放題！！

グアム泊
1 12/30㈪

2 12/31㈫

3 1/1（水・祝）
・

4 1/2㈭

ß

グアム泊

ß

おひとり様 100,000円追加

らくらくシート利用追加代金
（高松～グアム間／往復）

※座席・シート間隔などエコノミークラス（Yクラス）よりも広めの
席を利用します。往復の空港でのチェックインの受付、機内サー
ビス等はエコノミークラス席利用のお客様と同一となります。

おひとり様 5,000円追加

並び席プラン追加代金
（高松～グアム間／往復）

※窓側・通路側や、座席番号の指定は、事前にはできかねますのでご了承くだ
さい。※航空機の座席配列により、グループ、カップルの方々でも隣り合わせに
ならない場合があります。通路を挟んだり前後の座席になる場合があります。

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00

営業時間／午前9時30分～午後5時30分（土・日・祝日休業）
〒760-0028　高松市鍛冶屋町7-6
総合旅行業務取扱管理者：上本　宏
担当：年末年始 グアム デスク 大本

高松支店
TEL.087（822）0033
FAX.087（821）2177

高松支店
観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 6 4 号

高松市鍛冶屋町7-6 〒760-0028

旅行企画
実　　施

■旅行代金 2名1室利用 おとなお1人様〈単位：円〉
　（利用客室はバス、トイレ付、ツインルームです）
※お1人または奇数人数でご参加の場合/他のお客様との相部屋はお受けできません。※お1人で1部屋を利用される場合は、1人部屋利用追加代金が必要となります。※3名
様で1部屋（トリプル）ご利用の場合原則としてお2人部屋、レギュラールームに簡易ベッド（エキストラベッドまたはソファベッド）を入れ、3名様までご利用いただくため手狭とな
ります。【2名様で1部屋ご利用の場合】2人用の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。できる限り「ツインベッドルーム」をご用意致しますが、場合によって「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（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。ただしハネムーンやご夫婦等のカップルでご参加の場合は、「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
場合があります。【3名様で1部屋ご利用の場合】キングサイズ又は、クイーンサイズの大型1台のダブルベッドとエキストベッド又はソファベッドとなる場合があります。

早期割引を設定しました

 

タモン地区MAP

※赤いシャトルバスは公共のシャトルバスのため、JTB以外のお客様、各国旅行者や
地元客もご利用になります。※地図の縮尺は実際のものとは異なります。

チャーター
直行便で行く

年末
年始グアム●4日間

滞在中、便利な
公共シャトルも
乗り放題!!

タモン地区の
移動に便利な赤いシャトルバス乗り放題！！

タモン湾

デュシタニ
グアム リゾート

パシフィック アイランド クラブ
グアム（P.I.Cグアム）

ホリデイリゾート＆スパ
グアム

タモンサンズプラザ

ＴギャラリアbyDFS

ザ ウェスティン リゾート
グアム

ロッテ ホテル グアム

ホテル・ニッコー・グアム

グアム リーフ & オリーブ
スパ リゾート

ハイアット リージェンシー
グアム

グアム プラザ リゾート
& スパ

ヒルトングアムリゾート＆スパ

タモンシャトル

路線の色はこちら▶
運行時間/9：30頃→21：45頃運行間隔/約15分

ショッピングモールシャトル

路線の色はこちら▶
運行時間/10：25頃→21：20頃運行間隔/約25分

Ｔギャラリア ｂｙＤＦＳ⇔Kマートシャトル 

路線の色はこちら▶
運行時間/9：30頃→21：10頃運行間隔/約20分

Kマート

アガニャ
ショッピングセンター

グアムプレミア
アウトレット

マイクロネシアモール

デュシタニ
グアム リゾート

（オーシャンフロント/
デラックス/階数指定なし） L

ホテル名 旅行代金 3名1室利用代金 1人部屋利用
追加代金

ホテル
グレード

ハイアット リージェンシー
グアム A

ザ ウェスティン リゾート
グアム

（パーシャルオーシャンビュー/
階数指定なし） A

Aホテル・ニッコー・グアム （オーシャンフロント/
階数指定なし）

グアム リーフ & オリーブ
スパ リゾート

（ビーチタワー/
階数・眺望指定なし）

パシフィック アイランド クラブ
グアム（P.I.Cグアム） B（オセアナタワー/スタンダードルーム

階数・眺望指定なし）

B

グアム プラザ リゾート & スパ （部屋指定なし） D

395,000 373,000 150,000

（プレミアオーシャンフロント/
17～23階） L398,000 375,000 155,000

395,000 373,000
A379,000 360,000

150,000

145,000

369,000 352,000 130,000

A

A

ヒルトングアムリゾート＆
スパ

（プレミアタワー/
階数・眺望指定なし）

365,000 349,000 125,000

365,000 349,000 125,000

342,000 323,000

332,000 320,000

95,000

93,000

（オーシャンビュー/
階数指定なし） A

329,000 318,000 86,000

332,000 320,000 93,000

99,000（オーシャンビュー/インフィニティ
タワー・階数指定なし） B345,000 325,000

249,000 245,000

ホリデイリゾート＆スパ
グアム

（パーシャルオーシャンビュー/
階数指定なし） Ｃ249,000 44,000

44,000
245,000

（オーシャンビュー/
階数指定なし） Ｃ

44,000

258,000 251,000 44,000

（オーシャンフロント/
スタンダード/5～9階）

ロッテ ホテル グアム （オーシャンフロント/タワーウイング・
クラブルーム/14～18階）

（パーシャルオーシャンビュー/
階数指定なし） Ｃ239,000 235,000限定10室早期割引

（プレミアタワー/
階数・眺望指定なし）限定5室早期割引

■海外空港税（2,850円・＄25.39（入国審査料＄7、税関審査料＄8.29、空港施設使用料＄4.5、航空保安料＄5.6／おとなお一人分）おとな・こども同額、幼児1,400円・＄12.6）、国際観光旅客税（1,000円おとな・こども同額、幼児不要）が別途必要です。
※幼児:2歳未満 ※2019年9月1日現在。（注）為替レートの変動により変わる場合もございます。 空港税のうち、航空券発券時に徴収する事を　義務付けられているものについては、お申込みの販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。空
港税等は予告なく新設または税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。販売店でお支払いいただく空港税等は、為替変動による追加徴収、返金はいたしません。

「マイバス
 （my bus）グアム」
運営：株式会社JTB

「ココ夏ッ通信」
運営：株式会社パシフィック
　　 ミクロネシアツアーズ


