
◆お問い合わせ・お申し込みは
　〈受託販売〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業
所での取引きの責任者です。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、ご遠慮なく下
記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

■募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジャルパック（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客さ
ま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。
■旅行契約の申し込み 申し込み時の申込金の額（お１人様）は以下の通りです。
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって61日目以前

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日まで

■旅行契約成立時点 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。）
■旅行代金  募集広告価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合計額から「割引代金」を差し引いた金額をいい
ます。またこの「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償金」のお支払いの際の基準となります。
■旅行代金のお支払い 申し込み時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日（原則として21
日前）迄にお支払いいただきます。
■特別補償 当社は、お客さまが旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の上
に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

■旅行条件要旨基準日 この旅行条件要旨の基準日は、2018年12月1日です。旅行代金は、2018年12月1日
現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
■旅行契約の解除 お客さまは次に定め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できます。

■個人情報の取り扱いについて 当社は、お申込書にご記入いただいたお客さまの個人情報について、お客さ
まとのご連絡、ご旅行におけるサービスの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。

発行日：2018年12月6日　1812/AI　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。
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＜日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プランに係る取消料表＞
旅行契約の解除期日

（1）

（2）

（3）

（4）
（5）

取消料（お1人様）
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日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の10%（最高10万円まで）　ピーク時とは、
4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで
および12月20日から1月7日までをいいます。
旅行代金が50万円以上…10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満…5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満…3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満…2万円
旅行代金が10万円未満…旅行代金の20％

旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行企画・実施

ケガや病気の治療費を
最大1,000万円までサポートします。
詳しくはwebで▲

www.jal.co.jp/intltour/travelinfo/

JALパックのツアーなら
「日本語救急医療サポート
デスク」サービス付き！

詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。＊当社ホームページでもご覧いただけます。

お申し込みいただく前に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。旅行条件（要約） 2018.12

申込金の額

旅行代金の額

2万円以上旅行代金迄

15万円未満

3万円以上旅行代金迄

15万円以上
30万円未満

5万円以上旅行代金迄

30万円以上
50万円未満

10万円以上旅行代金迄

50万円以上

申込金の額

旅行代金の額

1,000円 6,000円 1万円

3万円未満 5万円以上
10万円未満

3万円以上
5万円未満

2万円

10万円以上
15万円未満

3万円

15万円以上
30万円未満

5万円

30万円以上
50万円未満

10万円

50万円以上

Webで24時間いつでも空席照会ができます。
ツアーの検索がますます便利になりました。お好みの旅が簡単にみつかります！

JALパック
＊旅行会社の方は、ジャルパック海外ツアーデスクへ
  お問い合わせください。（電話番号はJAL Sales Webにご案内しております。）

050-3164-1111
コース内容や空席状況などお気軽にご相談ください。

お客さま専用  リン・リン・ダイヤル（海外旅行専用）

（12/31～1/2を除く毎日）
IP電話を利用しております。

〈受付時間〉9：00～18：00

一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅の情報とご注意  ※別途お渡しする詳細旅行条件書とあわせてお申し込みの際に必ずお読みください。
 記載内容  ●当パンフレットの記載内容は、2019年1月8日～4月25日出発までのツアーに有効です。ただ
し、記載内容が予告なしに変更される場合がありますので、お申し込みの際は必ず旅行会社にご確認くださ
い。●宿泊ホテル、利用航空便などのスケジュール内容は、出発前にお渡しする「旅行日程表」または「日程表
変更のお知らせ」にてご確認ください。 受付  ●ご出発の7日前までお申し込みを承ります（7日前は出発の
前日から起算し、その日が土・日・祝日および12/31～1/2にあたる場合はその前日になります）。●お申し込
み時には、パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出ください。氏名を誤ってご報告され
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となります。1文字違っていても本人と
は見なされず、当日航空機への搭乗ができないことがあります。なお、予約状況によっては、氏名訂正が認め
られず、旅行契約を解除いただく場合もあります。また、日本出発の30日前（一部出発日は40日前）以降に氏
名訂正が生じた場合には、変更に伴う諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認くだ
さい。 催行について  ●旅行の催行を中止する場合は、旅行開始日の23日前（ピーク時に旅行を開始するも
のについては33日前）にあたる日より以前に通知いたします。＊ピーク時とは2018年12月20日～2019年1
月7日までをいいます。 旅行代金  ●エコノミークラス席利用の1室を2名または3名にてご利用の場合のお
1人様分の代金です。出発日により異なり、その区分をA・B・C・・・で表示してあります。航空運賃は、日本発包
括旅行用の特別運賃（IT運賃）を適用しています（特別運賃は普通運賃とは異なり、「予約・発券・払い戻し」上
の制約があります）。●年齢が旅行出発日を基準に満2歳以上12歳未満のお子さまには、こども代金が適用
されます。●旅行出発日を基準として満2歳未満の方で航空座席およびベッドを使用しないお子さまには、
幼児代金が適用されます。 航空機その他交通機関  ●発着時刻は2018年9月6日現在の情報をもとに記載
しています。あらかじめ便名が確定されている場合も、航空会社のスケジュール変更などに伴い、便名・発着
時刻・経由地などが変更される場合があります。また、記載されている発着時刻は目安です。●エコノミーク
ラスの航空機のお座席については事前のご希望はお受けできません。 航空会社にお預けになる手荷物（受
託手荷物）について  ●米国、カナダの国内またはそれぞれの国を結ぶ北米内各路線の受託手荷物は1個目
から有料となります（追加料金の目安は1個につき30ドル～。各利用航空会社の規定に従い現地でご案内し
ます）。また、その他の地域でも航空会社により個数・サイズ・重量に制限があり、超過した場合は、追加料金が
かかります。日本発着国際線（ビジネスクラス利用も含む）の受託手荷物ルールとは取り扱いが異なりますの
でご注意ください。 パスポートとビザ  ●日本国のパスポートを基準に記載しております。（2018年11月現
在）●有効なパスポートをご用意ください。米国は帰国時まで、カナダは出国予定日+1日以上のパスポート
残存有効期間が必要です。●米国にビザなしで入国する場合、および米国内都市で乗り継いで他国に行く場
合は＜ESTA(電子渡航認証システム）＞の取得（有料/14USドル）が必要です。ただし、一部対象国の二重国
籍を有する方や過去の渡航歴によってはESTAでの渡航が出来ず、ビザが必要になる場合があります。詳し
くは、米国大使館ホームページをご確認ください。●ESTA(電子渡航認証システム)での渡航者はEパスポー
ト（IC旅券）の所持が必要となります。＜ESTA(電子渡航認証システム)＞https://esta.cbp.dhs.gov/●日
本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国（乗り継ぎを行う国も含む）の領事館、入国管理事務所にご自分
でご確認ください。＜eTA(電子渡航認証システム）＞●カナダにビザなしで、空路で入国する場合、eTA(電
子渡航認証システム）の事前登録が必要です。（有料/７カナダドル）。詳しくは、www.canada.ca/eTAをご
確認ください。2018年11月現在、英語・フランス語のみでのご案内となります。 セキュア・フライト・プログラ
ム  ●米国運輸保安局の指示により、航空機の保安強化のため、お客さまのパスポート記載の氏名、生年月
日、性別、レドレスナンバー（該当者のみ）を航空会社へ報告する必要があります。お申し込み時に正確な情報
を旅行会社へお伝えください。 空港諸税等について  ●記載の旅行代金には、航空券発券時に徴収すること
を義務づけている国々での現地空港諸税、日本国内空港における旅客サービス施設使用料および旅客保
安サービス料、旅客施設使用料（国内線利用時）、および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税は含
まれておりません。別途、旅行会社にてお支払いください。【現地空港諸税】各コースページに記載しておりま
すが、お申し込みの際、旅行会社へ詳細をご確認ください。右記の日本円目安額は1アメリカドル＝110円、1
カナダドル=92円で算出しています。航空券発券時に徴収される空港諸税額は予告なく増額・新設されるこ
とがありますので、その際には徴収額を変更する場合があります（ただし、為替レートの変動による過不足が
生じても追加徴収・返金はいたしません）。複数の国や都市を訪問する旅程では、空港諸税はその都度必要
となります。同じ旅程であっても使用する航空機便の経由する空港や都市のめぐり方によって、合計が異な
ることがあります。各コースページに記載の現地空港諸税額は目安であり、確定した収受額は旅行日程表に
てご案内します。【日本国内空港施設使用料】掲載の税額・料金は予告なく増額・新設される場合があります。
その場合には、旅行会社に別途お支払いいただきます。＊幼児は不要です。＊下記税額は2018年11月現在
のものです。「旅客サービス施設使用料」：成田・羽田・関西の各空港からの国際線出発における空港旅客サー
ビス施設使用料のお支払いが必要です。（成田空港第1・第2ターミナル：大人2,090円／こども1,050円、羽
田空港：大人2,570円／こども1,280円、関西国際空港：大人2,730円／こども1,370円）「旅客保安サービス
料」：成田・関西の各空港からの国際線出発時におけるお支払いが必要です（成田空港：大人・こども同額：520
円、関西国際空港：大人・こども同額：310円）。【旅客施設使用料】以下の各空港における国内線出発・到着に際

し、お支払いが必要です。別途、旅行会社にてお支払いください。成田空港第1・第2ターミナル：大人440円／
こども220円、成田空港第3ターミナル：大人380円／こども190円、羽田空港：大人290円／こども140円、
新千歳空港：大人270円／こども140円、仙台空港：大人230円／こども120円、中部空港：大人310円／こど
も150円、関西空港第1ターミナル：大人430円／こども220円、伊丹空港：大人260円／こども130円、北九
州空港：大人100円／こども50円 ＊上記使用料は1便あたりのものです。予告なく変更となる場合がありま
す。（2018年11月現在）【国際観光旅客税】1/29以降に出発するツアーでは、国際観光旅客税：1,000円＜大
人・こども同額、幼児不要＞を別途、旅行会社にてお支払いください。 燃油サーチャージについて  旅行代金
には、燃油サーチャージが含まれています。旅行契約成立後に燃油サーチャージが増額または減額・廃止さ
れても増額分の追加徴収や減額分の払い戻しはございません。※燃油サーチャージとは、燃油原価水準の
異常な変動に伴い、各航空会社が一定の期間、一定の条件の下で各国関係機関・省庁に申請し認可を受け
るもので、金額は航空会社・利用区間により異なり、対象となるすべての航空旅客に対して課せられるもので
す。 ホテルとお部屋  ●原則として2人部屋を利用します。●2人部屋には、ベッド2台の「ツインベッドルーム」
と、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。2人部屋は原則として「ツインベッドルーム」を
ご用意しますが、ハネムーナーやご夫婦などのカップルや12歳未満のお子さまが参加される場合は、現地
の習慣により「ダブルベッドルーム」となる場合があります。ベッドタイプはお選びいただけません。●3名様
で1部屋ご利用の場合は、2人部屋に簡易ベッド（エキストラベッドまたはソファーベッド）を入れるため手狭に
なります。大人3名様でのご利用はおすすめできません。●保護者を伴わない未成年者（アメリカは18歳未
満、カナダは19歳未満）のみでの在室、宿泊は禁止されています（ホテルにより制限年齢が異なる場合があり
ます）。未成年者のみでのご参加、ご宿泊はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。 ジャルパック
が考えるホテルグレード ※ホテルグレードは、各ホテルが加入する協会団体などやその都市（地域）を管轄
する政府観光局などの公的機関による評価をもとに、これに当社独自の調査などを加え、当社独自に選定し
ています。グレードの高い順にS→A→B→Cとなります。※各コースごとに表示したホテルをご用意いたしま
すが、表示されたグレードのホテルより高いグレードのホテルとなることがあります。※各ホテルの名称がホ
テル側の都合により変更になる場合があります。※同一ホテルでも、お部屋の場所やクラスによってグレード
が変わることがあります。 その他  【未成年者のご参加に関するご注意】●18歳未満の方が両親と同伴しな
い旅行をする場合（単独や片方の親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡
航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。なお、「渡航同意書」はお客さまご自身でご用意くださ
い。詳しくは旅行会社までお問い合わせください。【追加プラン】●当社が企画・実施する「追加プラン」は、本
体ツアーと当該「追加プラン」とで、あわせて1つの募集型企画旅行として実施します。●お申し込み後のお取
消は、お申し出時期により基本コースの出発日を基準に規定の取消料の対象となる場合があります。詳細に
ついては、各追加プラン掲載ページをご覧ください。●最少催行人員表示のある「追加プラン」の催行決定
は、本体ツアーの催行決定日に準じます。【禁煙について】●ホテルやレストランなど公共の場の多くが禁煙
となっております。禁煙場所での喫煙はご遠慮いただくようお願いします。
■マークの見方p＝航空機 b＝自動車 G＝朝食 L＝昼食 D＝夕食 F＝機内食 X＝食事なし 
■時間帯のめやす（移動の発着時刻）  
※日程表内の時間帯はホテルの出発時
刻ではなく、交通機関の出発時刻を表示
しています。※出発・到着の時間帯（午前・午後など）は、ご利用いただく航空便や交通事情、現地諸事情など
により変更となる場合がありますので、ご出発前にお渡しする「旅行日程表」にてご確認ください。

早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜
4：00～ 6：00～ 8：00～12：00～13：00～16：00～18：00～23：00～ 4：00

【現地空港諸税額一覧表】

国名 税名称 都市 徴収対象 現地通貨額 日本円
目安額 こども 幼児

米国

国際通行税 各都市 国際線出発・到着 18.3アメリカドル 2,020円 ○ ○
動植物検疫使用料 各都市 国際線到着 3.96アメリカドル    440円 ○ ○
入国審査料 各都市 国際線到着   7.0アメリカドル    770円 ○ ○
税関審査料 各都市 国際線到着 5.65アメリカドル    630円 ○ ○
米国保安料 各都市 国際線・国内線出発 5.60アメリカドル    620円 ○ ○
空港施設使用料 各都市 国際線・国内線出発 4.50アメリカドル    500円 ○ ×

カナダ 空港施設料 バンクーバー
国際線・国内線出発
（BC州、ユーコン準州

以外行）
21.00カナダドル 1,810円 ○ ○

航空保安料 各都市 国際線出発（米国以外）25.91カナダドル 2,230円 ○ ×
※上記税額は2018年11月現在のものです・※○印は大人と同額の税がかかります。×印は税がかかりません。


