バンコク４日間 ３９,
３９,８００

タイ

円より

行き

７月２２日(日)～９月３０日(月)まで毎日出発
●お手頃価格！●毎日出発！●１名から催行！
●延泊可能！ ●各種オプショナルツアーをご用意！
新千歳(15:00)→(18:05)台北(22:50)→(01:30)バンコク
着後、
混載車にてホテルへ。
朝：― 昼：― 夕：機 【バンコク泊】
<フリープラン>終日、自由行動。＊各種オプショナルツアー等お楽しみ下さい。
朝：○ 昼：― 夕：― 【バンコク泊】
２ <観光プラン> 終日、バンコク市内観光＆ショッピング（暁の寺、涅槃寺、王
宮、エメラルド寺院、総合土産店）昼食はタイスキをご賞味下さい。
朝：○ 昼：○ 夕：― 【バンコク泊】
終日、自由行動。＊各種オプショナルツアー等、お楽しみ下さい。
３ ＊チェックアウトは
チェックアウトは 12：00。
00。出発までご
出発までご利用
までご利用の
利用の場合は
場合は延泊料金が
延泊料金が掛かります。
かります。
深夜、混載車にて空港へ。帰国の途へ。 朝：○ 昼：― 夕：―
【機中泊】
バンコク(02：30) →(07:10)台北(08:40)→(13：30)新千歳
４
朝：機 昼：機 夕：―
１

バンコクの気温 (最高/最低/月間降水量㎜)
7 月(32.7/25/155) ８月(32.5/25/197) ９月(32.3/24.6/344)

3,000
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の出発

エコノミー

46,800
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54,800

スーペリア

（昼食付）*往復バス
往復バス利用
バス利用

5,000
5,000
5,000
5,000

8/14～
8/14～9/30

世界遺産アユタヤ遺跡観光 ■料金：1,500 バーツ（約 5600 円）
■催行人数：２名
■時間：7：20～14：00

39,800
42,800
43,800
47,800

7/22～
7/22～8/13

スタンダード

おすすめオプショナルツアー （現地申込＆支払い）

1 名1 室・延泊

の出発

2 日目
<観光プラン>
追加料金

ホテル
クラス

デラックス

追加料金
(1 泊あたり)

■利用予定ホテル ：ホテル指定はできません

世界遺産に登録されたアユタヤ遺跡群観光。
ワットヤイチャイモンコン、象に乗ってお散歩（約 10 分）
、ワットプラ
シーサンペット、ワット・マハタート見学

ダムヌンサドゥアックの ■料金：1,100 バーツ（約 4100 円）
■催行人数：２名
水上マーケット（昼食付） ■時間：7：20～13：30
ココナッツファーム、水上マーケットをスピードボートでご案内
（市場内を手漕ぎボート利用は別途お 1 人様約 400 バーツ）
※インターコンチネンタル隣接のナライバンにて店内解散

バーツ（約 8200 円）
情緒あふれるカンチャナ ■料金：2,200
■催行人数：２名
ブリ観光(昼食付)
■時間：7：20～17：00
カンチャナブリでボート遊覧、第二次世界大戦博物館、日本人慰霊碑、
クワイ鉄橋、泰緬鉄道乗車、洞窟寺などを観光します。
※クラウンプラザホテルにて解散

ゴルフは事前申込みになります。お問合わせ下さい。

＜エコノミー＞バンコクシティイン、セントリックラチャダー、バンコクセ
ンター、ファーストホテル、マノーラ、フォーラムパーク、アステラサトーン
＜スタンダード＞アジアホテル、アンバサダー、オールシーズンズ、バンコ
クパレス、ナライホテル、トンタラリバービュー、マンハッタン、マンダリン
＜スーペリア＞バンコクチャダホテル、ツインタワー、バイヨークスイート、
グランドメルキュール、インペリアルクイーンズパーク、アーノマホテル
＜デラックス＞インペリアルクイーンズパーク、フォーポインツバイシェラ
トン、ロイヤルオーキッドシェラトン、ミレニアム・ヒルトン、モンテイエン

■最少催行人員：１名様 ■添乗員：現地係員がお世話します
■利用航空会社：エアーチャイナ ■食事：朝食３回
■利用ホテル(1 室 2 名利用)：料金表下部参照
ご注意※
※１名催行の場合、別途送迎料が掛かる場合があります。
※空港税等は
空港税等は旅行代金に
旅行代金に含まれていません
◎空港諸税：約 4,500 円
◎燃油サーチャージ：22,600 円(原油価格により変更します)

※オプショナルツアー主催：パンダトラベル

ご参加の
参加の皆様へ
皆様へ＜旅行条件抜粋＞
旅行条件抜粋＞
お 申し 込み の 際には 、 必ず 旅行条件書を
旅行条件書を お 受け 取り ください 。 旅行条件は
旅行条件は 、 パ ンフレッ ト の 内容、
内容、 条件によ
条件によ るほ か 、 別途お
別途お 渡しするご 旅行条件書、
旅行条件書、 最終日程表並びに
最終日程表並びに 当社募集型企画旅行約款によりま
当社募集型企画旅行約款によりま す 。

■募集型企画旅行契約

この旅行は、株式会社ノマド（以下「当社」という）が企画募集し実施する企画旅行です。旅行に参加されるお客様
は当社と企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。

■旅行のお
旅行のお申
のお申し込み及び契約成立時期 旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代
金）を受理した時に成立します。（通信契約の場合を除きます。）
■お申込金（
申込金（お一人様）
一人様） ●旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・２万円以上 ●旅行代金が１０万円未満・・・旅行代金の２０％以上
■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時は下記の金額を取消料として申し受けます。（お一人様）
旅

行

契

約

の

解

除

期

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

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％
（１０万円を上限）

無料

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３万円以上１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１万円
旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％旅行代金

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日
目にあたる日以降～旅行開始日まで
旅行開始後または無連絡不参加の場合

旅行代金の１００％

■旅行代金に
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。★超過手荷物料金★運送機関の
課す付加運賃・料金★クリーニング代、電報電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付その他個人的性質の諸費用とそれに伴う税・
サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行日程中の空港税、空港使用料等
■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程に基づ
き、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且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
特別補償規程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。
■旅行条件（
旅行条件（抜粋）
抜粋）基準日この旅行条件は、2013年7月18日を基準としています。又、この旅行代金は、2013年7月18日現在の有効な
ものとして公示されている運賃・規則、又は2013年7月18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。
■個人情報の
個人情報の取り扱いについて当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のた
めに利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要
な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内[2]旅行参
加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただ
くことがあります。これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は出発前までにお申し出下さい。

旅行代金の５０％

■旅行代金のお
旅行代金のお支払
のお支払い
支払い 旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前に（お申し込み間際の場合は
当社らが指定する期日までに）お支払いください。

■その他
その他旅行代金は特に記載のない限りお一人様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。また、旅行の中途離団等、お客様の都合で旅行日程を変更する場合は、別途追加手数料等をお支払いいただいた上で可能な限りご
希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状況により不可能な場合があります。また、「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合が
あります。
◎海外危険情報・衛生情報について

■旅行代金
旅行代金に
代金に含まれるもの旅行日程に明示した★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、一定の期間およ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。以下同様とします。）を
含みません。★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消費税等諸税、サービス料★お一人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運送代金。上記
費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

■旅行企画・実施

「外務省海外危険情報」は「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」または、外務省海外安全情報センター（TEL:03-5501-8162／受付
時間：外務省閉庁時を除く 09:00～17:00）などでご確認いただけます。
渡航先の衛生状況は「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認いただけます。

国土交通大臣登録旅行業第１６６８号 全国旅行業協会正会員
〒060-0062

札幌市中央区南 2 条西 6 丁目 一閤ビル２階
総合旅行業務取扱管理者 田中 譲

ＴＥＬ：０１１-２６１-２０３９

ＦＡＸ：011-261-1998

E メール：tour@hokkaido-nomad.co.jp

