
◆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。

発行日：2019年11月6日　1911/SUN　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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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Webサイト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） 2019.7

■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、2019年11月1日です。旅行代金は、2019年11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。

＜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％

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

＊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）

IP電話を利用しております。

〈受付時間〉9：00～18：00
（12/31～1/2を除く毎日）

一般社団法人日本旅行業協会正会員

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 海外

お手伝いを希望されるお客さまのご旅行相談サポート
受付時間：9:00～17:00
（12/31～１/2を除く毎日）

【海外ツアー】 050-3164-1103
www.jal.co.jp/tour/support/

旅の情報とご注意 大切なジャルパックの旅情報のご案内ページです。別途お渡しする詳細旅行条件書とあわせて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、2020年1月28日～2020年6月30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3日前までお申し込みを承ります（3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。  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名でご利用の場合のお
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として、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。満2歳未満の航
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
2019年9月11日現在の情報をもとに記載しています。記載されている発着時刻は目安で、2020年3月28日までのも
のです。日本出発前にお渡しする「旅行日程表」にてご確認ください。最新のスケジュールは、JAL Webサイトでもご確
認いただけます。●Webチェックイン・Quic（ダイレクト搭乗）がご利用いただけます。詳細は「旅行日程表」またはJAL 
Webサイトにてご確認ください。●運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またこれらによって旅行
日程・目的地滞在時間・観光箇所の変更・割愛、宿泊・訪問都市順序の変更などが生じる場合があります。●日本航空以
外のマイレージについては、お客さまご自身で各航空会社にお問い合わせください。●お客さま都合により一部の航
空便をご利用されない場合は、航空会社の規定により普通運賃などを請求させていただくことがあります。  航空会
社にお預けになる手荷物（受託手荷物）について ●航空会社にお預けになるお荷物には、航空会社により個数・サイ
ズ・重量に制限があります。超過した場合は、追加料金が徴収され、お客さまのご負担となります。ご利用航空会社・ご
搭乗クラスにより各制限が異なりますので、あらかじめご確認ください。
 パスポートとビザ ●有効なパスポートをご用意ください。オーストラリアは帰国時までのパスポート残存有効期間が
必要です（2019年10月現在）。●オーストラリアでは、ETASまたはビザの取得が必要です。●フィジーは入国時、6カ月
＋滞在日数以上のパスポート残存有効期間が必要です。観光目的での滞在の場合、査証は不要ですが、IC旅券または
機械読取式ではない旅券は査証が必要です（2019年10月現在）。●記載の内容は、日本国のパスポートを基準に記載
しておりますので、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
所にご自身でご確認ください。  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。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。●宿泊ホテルにてクレジットカードま
たは現金によるデポジット（保証金）を求められますので、クレジットカードのご持参をおすすめします。●お1人様または
奇数人数で1人部屋+2人部屋のご参加の場合は、1室1名利用追加代金が必要となります。いずれの場合も、他のお客
さまとの相部屋の取り扱いはいたしません。また、1人部屋は2人部屋よりも手狭となることがあります。  18歳未満の
お客さまの単独旅行参加 ●オーストラリアでは18歳未満のお客さまのみ（お1人様、グループいずれも）でのご参加
は宿泊施設、現地旅行会社の規定によりお受けできません（18歳以上の方の同伴が必要です）。  喫煙について オー
ストラリアでは空港、レストランなど公共の場所は禁煙となり、喫煙所以外での喫煙は罰金が課せられる事もあります。
ホテルは全館禁煙となります。一部ホテルではベランダ等で喫煙が可能な場合があります。現地にてご確認ください。
 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・旅客保安サービス料、旅客施設使用料（国内線利用時）、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。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）。

【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2019年3月のIATAレート（ＩＣＥＲ）を参考に算出しています（1Aドル＝81円、1FJドル＝
55円）。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。

 2019年10月現在
国名 税名称 都市 徴収対象／大人 現地通貨額 日本円目安額 こども

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

出国税 各都市 国際線 出発 60.00Aドル 4,860円 ×

国内
空港税

シドニー 国内線 出発・到着 8.64Aドル 700円 ○
ケアンズ 国内線 出発・到着 12.32Aドル 1,000円 ○

ゴールドコースト 国内線 出発・到着 7.45Aドル 610円 ○
エアーズロック 国内線 出発・到着 33.00Aドル 2,680円 ○

保安料 各都市 国内線（ＱＦ利用） 出発 5.53Aドル 450円 ○
メルボルン 国際線（JL利用） 出発 4.00Aドル 330円 ○

旅客
サービス料

シドニー 国際線(JL利用) 出発・到着 31.73Aドル 2,580円 ○
メルボルン 国際線（JL利用） 出発・到着 21.00Aドル 1,710円 ○

フ
ィ
ジ
ー

出国税
ナンディ 国際線 出発

200.00FJドル 11,000円 ×
空港保安料 9.30FJドル 520円 ×
空港施設料 9.30FJドル 520円 ×

＊幼児は税がかかりません。＊こども欄の○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。
＊Aドル＝オーストラリアドル、FJドル＝フィジードル

【日本国内空港施設使用料】2019年10月現在
「旅客サービス施設使用料」：国際線出発時／成田空港第1・第2ターミナル：大人2,130円／こども1,070円（幼児不要）
「旅客保安サービス料」：国際線出発時／成田空港：530円（大人・こども同額／幼児不要）
「旅客施設使用料」：国内線出発および到着時／以下の各空港（幼児不要）
成田空港第1・第2ターミナル：大人450円／こども220円、成田空港第3ターミナル：大人390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、中部空港第1ターミナル：大人440
円／こども220円、関西空港第1ターミナル：大人440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、那覇空港：大人120円／こども60円、下地島空港：大人550円／こども550円

【国際観光旅客税】2019年10月現在
日本出国時：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。  マークの見方 ●食事のマーク G＝朝食 L＝昼食 D＝夕食 X＝食事なし ボ＝ボックスでの
食事 F＝機内食（回数は示しません）  ●日程表のマーク p＝飛行機 ●写真・イラストのマーク I=写真（イラ
スト）はイメージです。 H＝航空機などによる空からの撮影写真です。
 時間帯のめやす 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
4:00～

朝
6:00～

午前
8:00～

昼
12:00～

午後
13:00～

夕刻
16:00～

夜
18:00～

深夜
23:00～4:00

入会済みの方へ：お得意様番号を事前にお申し込み先へお伝えいただくと、マイル登録がスムーズです。

JALのマイルがたまる！

※積算率は予告なく変更になる場合があります。

※ 各ページのWi-Fi情報は予告なく変更になる場合があります。
※ 各ページホテル紹介欄と照らし合わせてご覧ください。
※ 無料の場合でも利用時間・データ使用量などに
　上限がある場合があります。
★= ホテル会員登録すれば無料（現地にてお問い合わせください）

ホテルWi-Fi 情報 ロビー お部屋
無料 無料 無料
有料 有料 有料
2 ★ 有料 有料




