足立区姉妹都市ベルモント市・足立区民交流体験ツアー ８日間
日次

月日

時間

スケジュール

1

足立区役所に集合後、専用バスにて成田空港へ
CX509便にて、空路香港へ
朝：
香港到着
昼：
CX171便にて、空路パースへ
夕：
パース到着、ホテルへ
パースにてホテル泊

2

7月27日
（木）

終日

朝：
ベルモント市企画の交流プログラムに参加（市内観光）
ウェルカムパーティー
昼：
ベルモントにてホームステイ 夕：

3

7月28日
（金）

朝：
ベルモント市企画の交流プログラムに参加
終日 （市内施設見学、公園散策など）
昼：
ベルモントにてホームステイ 夕：

4

7月29日
（土）

5

7月30日
（日）

終日

6

7月31日
（月）

朝：
ベルモント市企画の交流プログラムに参加
終日 （動物園見学、
自然公園散策など）
昼：
ベルモントにてホームステイ 夕：

終日

79,000円（エコノミークラス利用）

旅行代金：

※旅行代金には燃油サーチャージ（6,000円/2017年3月2日現在）は含まれません。
ご出発の1ヶ月前に金額を確定し残金と一緒にご案内をさせていただきます。
※成田空港施設使用料（2,090円）、空港保安料（520円）、現地空港諸税（10,900円）
は旅行代金に含まれます。

募集対象：区内在住の中学生・高校生で一般財団法人 足立区観光
交流協会会員又は同居の家族
募集人員：16名（最少催行人員10名）
利用ホテル：パースアンバサダーホテル
（初日のみ1泊、
ツイン2名1室）
食
事：朝1回、昼0回、夕0回
※ホームステイ先での食事及び機内食は含みません。

ホストファミリーとお過ごしください

朝：
昼：
ベルモントにてホームステイ 夕：

利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空（CX）
（エコノミークラス）
添乗員：同行いたします。
※今回のご旅行には帰国時まで有効な旅券が必要です。
また、オーストラリア入国に
必要なETAS（電子ビザ）は日通旅行で手続きをいたします（手続き費用は旅行代
金に含まれています）
。
日本国籍以外の方は日通旅行担当者までご連絡ください。

ホストファミリーとお過ごしください

朝：
昼：
ベルモントにてホームステイ 夕：

8

8月1日
（火）

8月2日
（水）

午前〜午後にかけて
ベルモント市企画の交流プログラムに参加
（学校訪問、
ショッピングなど）
フェアウェルパーティー
夜
パース空港へ
23：55 CX170便にて、空路香港へ

作文について
作文の提出が必須となっています。締切日以降に選考のうえ、参加者
を決定し、５月下旬に結果を通知いたします。
その後、
日通旅行から旅
行の申込書をご送付いたします。
作文のテーマ等詳しくは下記までお問い合わせください。

午前

7

07：45
09：05
14：30
17：00

朝：
昼：
夕：

一般財団法人 足立区観光交流協会
電話 ０３-３８８０-５８５３
提 出 方 法：郵送又は直接ご持参ください。
提出〆切日：2017年５月9日
（火）必着。

機内泊

香港到着
CX504便にて、空路成田空港へ
成田空港到着後、専用バスにて足立区役所へ
足立区役所到着、解散
＊＊＊お疲れさまでした＊＊＊

朝：
昼：
夕：

※上記日程は、交通機関等の事情により変更となる場合があります。
※7/27のホテル出発から8/2のパース空港までのパース市内、ベルモント市内の移動やプログラム内容は、
ベルモント市の手配となります。
東京から

東京へ

※香港経由

気候 季節は日本と反対です。
6〜8月は冬になります。パースの

8月は、平均最高気温18度、最低気温9度です。

服装 薄手のセーター、
カーディガンが適しています。夜には1枚

羽織れるものを用意したほうが良いでしょう。

時差 オーストラリア西 部 は日本より1 時 間 遅 れています。

たとえば日本の正午はパース（ベルモント）
では午前11時
になります。

■日程中のマーク／食事…

朝食

機内食

募集要項

食事

06：00
2017年 09：15
7月26日 13：10
（水） 14：50
22：35

ベルモント
パース

シドニー

■旅行代金に含まれるもの（一例）
1. 航空運賃：団体エコノミークラス利用
2. 成田空港施設使用料・空港保安料
3. 現地空港諸費用
4. 宿泊費：7月26日(水）1泊分ホテル宿泊費用（2名1室利用、
朝食含む）
5. 添乗員同行費用
6. ETAS（オーストラリア観光ビザ）取得費用
7. 日本国内交通費（足立区役所～成田空港間／往復）
（注）ホームステイ等のベルモント市滞在中のプログラムは市
手配となります。
■旅行代金に含まれないもの（一例）
1. 燃油サーチャージ：6,000円（2017年3月2日現在）
2. 個人的諸経費など

食事なし

写真について 掲載している写真は撮影時のアングル･天候･などの諸条件により、実際にご覧になる景観とは異なる場合があります。また『イメージ』
と付記されている写真は、旅行日程とは関係ない旅行目的地のイメージ、旅情報を表現したものです。
・このパンフレットで使用している全ての写真はイメージです。

承認番号：営本広002号

承認日：2017年4月4日

旅行条件（抜粋） お申し込みいただく前に別途お渡しする「海外募集型企画旅行条件書」を必ずお読みください。
〔募集型企画旅行契約〕
・お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記
※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月
払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合
・この旅行は、日通旅行株式会社（東京都千代田区大
の申込金の受理をもって成立するものといたします。
27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日
は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出の
手町1-6-1、観光庁長官登録旅行業第1937号）(以 〔旅行代金のお支払い〕
までのそれぞれの出発日をいいます。
あった日となります。
下「当社」
といいます。) が企画・実施する旅行であり、 ・残金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって 〔クレジットカード利用の通信契約〕
〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅
21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
・当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員
この旅行条件は、
下記の日付を基準としています。
行契約〔以下｢旅行契約｣といいます。〕
を締結するこ 〔取消料〕
（以下「会員」といいます。）より、会員の署名なくし
２０１7年4月5日
ととなります。
・お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契
て旅行代金等のお支払いを受けること
（以下「通信 〔外務省の「海外危険情報」について〕
・旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、
約を解除することができます。当社の責任とならな
契約」
といいます。）
を条件に電話その他の通信手段
渡航先（国又は地域）によっては、
「 外務省海外危険
別途お渡しする海外募集型企画旅行条件書、確定書
いローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も
による旅行のお申込みを受ける場合があります。そ
情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されてい
面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募集型企画
下記取消料をいただきます。
の場合、会員は「出発日」
「旅行名」に加えて「カード
る場合があります。
旅行契約の部）
によります。
名」
「カード番号」
「カード有効期限」等を当社にお申
「外務省海外安全ホームページ」
：
解除時期等
取消料
〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕
し出いただきます。通信契約による旅行契約は、電話
http://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認くださ
40～31日目
（ピーク時のみ）
30,000円
旅行開始日の前日から
・当社所定の旅行申込書にご記入の上、右記の申込金
による申し込みの場合、当社が受諾した時に成立し、
い。
起算してさかのぼって 30～3日目
旅行代金の20％
を添えてお申し込みいただきます。
その他の通信手段による申し込みの場合は、当社が
渡航先(国または地域)の衛生状況については、
申込金 ３０,０００円
契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立す
「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」
：
旅行開始日の前々日、
前日、
当日の解除
旅行代金の50％
申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り
るものとします。通信契約での「カード利用日」は、会
http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の100％
扱います。
員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1階
観光庁長官登録旅行業第1937号

実
･ 施

お問い合わせ

旅行企画

日通旅行㈱
団体営業部

日通旅行株式会社 団体営業部 営業第二課
〒100-0004

東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1階

TEL：03-6256-0172

営業時間 平日／09：00～18：00（土･日･祝日は休み）
総合旅行業務取扱管理者：染野 正男
担当：德永・鈴木

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の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、遠慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください

URL:http://www.nittsu-ryoko.co.jp/

