
●1部屋に大人2名（または3名）+ベッドなしのお子様は一律10,000円引き！

ベッドなし子供代金！

☆対象レストランでのお食事時、うれしいサービスあり！

☆対象オプショナルツアーでのうれしいサービスあり！

お得な特典が満載

燃油サーチャージ込み！

ガラパン地区のホテル指定！ タクシー乗り放題クーポン付き！
ガラパン地区で過ごす 夏休みサイパン 5日間

☆サイパン滞在中の移動の足として活用したい！

☆利用方法・ご注意点は裏面をご参照ください。

滞在中タクシーが乗り放題！

朝：×

昼：×

夕：×

【終日】：自由行動

＜サイパン 泊＞
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※日程表のスケジュールは2016年5月現在のものです。内容は予告なく変更となる場合がございます。

※当パンフレットに表記のチャーター便は5/24現在、政府認可申請中(予定)のもので、運航内容が変更となる場合がございます。

※発着時間は、あくまで「予定」となります。正確な発着時間は 終旅程表にてご確認ください。

※スムーズなチェックインの為、ご予約時にお客様の 生年月日/国籍/パスポート番号/パスポート有効期限 を連絡願います。

⇒予約時に未定の場合は確認でき次第メール（yoyaku-kaigai.tyo@mwt.co.jp)、FAX（03-5759-1952）、TEL（03-5759-8411）にて必ずご連絡下さい。

■ 少催行人員／1名（但し、1名様参加の場合は一人部屋追加代金が必要です）

■添乗員／同行致しませんが現地係員がご案内致します。 ■利用航空会社／アシアナ航空（チャーター便：直行便)

■食事／朝食0回、昼食0回、夕食0回（機内食は除く） ■利用ホテル／グランヴィリオ リゾート指定、フィエスタリゾート指定

朝：×

昼：×

夕：×

【終日】：自由行動

＜サイパン 泊＞
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夕：機

朝：×

昼：×

夕：×

【01：45～02：05（予定)】：サイパン着。

着後、係員と共にホテルへ。

ホテル到着後、チェックインを済ませすぐにお部屋へご案内いたします｡

●滞在中乗り放題のタクシーパスはサイパン到着時にスタッフからお渡しします！

【終日】：自由行動
＜サイパン 泊＞

5 朝：機

【早朝】：係員と共に空港へ。

【04：30～04：50（予定)】：サイパン発 ⇒ アシアナ航空：直行便（チャーター便）にて帰国の途へ。

【06：50～07：10（予定)】：成田着。
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【21：20～21：40（予定)】：成田発⇒アシアナ航空：直行便（チャーター便）にてサイパンへ。

※機内滞在時間は約3.5時間ですが便宜上「機中泊」としております。 ＜機中 泊＞
1

食事スケジュール

2016年 8/8～8/14 出発
東京（成田）発着小田原青色申告会会員の皆さまへ

特別企画 家族で行こうサイパン！
3時間半でいけるリゾート。白い砂浜、透き通るビーチ。

夏の繁忙期でもこの価格 58,800円～151,800円（2名1室/おひとり様）

会員様特典 ご参加者全員にトートバック、サイパンガイドマップ プレゼント



旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。

●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録
第55号。以下「当社」といいます。）が主催するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契
約」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は下記によるほか別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡し
する確定書面（ 終日程表）および当社旅行業務約款主催旅行契約の部によります。

●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等
により予約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いしま
す。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。

●申込金／〈旅行代金が30万円以上〉50.000円以上旅行代金まで。〈旅行代金が15万円以上30万円未満〉30.000円以上旅行代金
まで。〈旅行代金が15万円未満〉20.000円以上旅行代金まで。

●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31日目にあたる日より前（お申込みが間際の
場合は当社が指定する日まで）に全額お支払いください。

●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが含まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・
ガイド代金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二人部屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金および
税・サービス料金※手荷物運搬料金※団体行動中の心付※添乗員が同行するコースの同行代金※その他パンフレット等で含まれ
る旨明示したもの。上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

●旅行代金に含まれないもの／上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内に
おける自宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニ
ング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・
疾病に関する医療費※日本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空港税等が含まれていることを明示

したコースを除きます。コースによっては、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）

●取消料／お客様はいつでも次によ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することができます。

観光庁長官登録旅行業第55号

無料

左記以外の日に

開始する旅行

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

旅行代金の100％旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の50％旅行開始日の前々日～当日

旅行代金の20％
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

14日目に当たる日以降～3日目に当たる日まで

旅行代金の10％ （ 高5万円とします）
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

ピーク時（4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7）に

開始する旅行
契約解除の日

旅行条件（要約） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2016年5月24日を基準としています。また、旅行代金は、2016年5月24日現在
有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2016年5月24日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を
基準として算出しています。

●パンフレットの表示について

◆スケジュール中の予定時間。〈03:00～06:00〉早朝、〈06:00～08:00〉朝、〈08:00～12:00〉午前、〈12:00～13:00〉昼、〈13:00～17:00〉
午後、〈17:00～19:00〉夕刻、19:00～23:00〉夜、〈23:00～03:00〉深夜。

◆スケジュール中の食事について、機：機内食、朝：朝食、昼：昼食、夕：夕食

◆スケジュール中の観光について、天候や道路事情により観光先を変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

（現地空港税及び燃油サーチャージの合算額は2016年5月24日現在の社内レートを元に算出しております。この金額については出
発時為替レートにより差額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予めご了承ください。

お申し込み・お問い合わせは

小田原支店

〒250-0011 小田原市栄町1-6-1

小田原第一生命ビル6階

TEL 0465-23-3238（代表） FAX 0465-23-3236

E-MAIL odawara@mwt.co.jp

期間限定商品なのでお早めにお申し込みください。

担当 松下 渡辺 横田

ホテルのご案内

ガラパン地区に建つ『ハファダイビーチホテル』が

2015年4月1日より名称が変わりました。

3つのタワーの名称はそのままで、リーズナブルな

「本館」、より美しいオーシャンビューが楽しめる「ク

リスタルタワー」、 18階建ての高層でお部屋内にバ

ルコニーがある「タガタワー」。

ガラパン地区の大型リゾートホテルです。

人気の「ジョイフルディナーショー」はこのホテルで

毎日開催。

（フィエスタ お部屋の一例）

グランヴィリオ・リゾートサイパン

フィエスタ リゾートサイパン

●通常のエコノミー座席よりも大型の『らくらくシート』は＠20,000円の追加代金で承ります。（座席以外の機内サービス等は他のお客様と同様になります。）

★子供旅行代金（2歳以上12歳未満）は大人と同額です。但し、ベッドをご利用にならない場合は大人旅行代金より一律10,000円引きとなります｡ ★幼児旅行代金（2歳未

満）は一律20,000円。但し、航空座席、ベッドを使用しない場合に限ります。

★サイパン諸税（1,900円/大人，子供同額）、（幼児・1,000円）及び成田空港施設使用料.保安サービス料（大人2,610円/子供1,570円）は含まれておりません。

★旅行代金には「燃油サーチャージ」が含まれています。 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徴収ならびに廃止を含む減額分

の返金はございません。

旅行代金表 （おひとり様あたり / 2名様1室利用） ツアーコード：CDDM60OZ□□□□ （単位：円）
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フィエスタリゾート

52,00040,00032,000一人部屋追加代金
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※目的地到着後、タクシーをその場で滞在させたり、周遊観光に利用することはできません。

※指定エリア外の観光スポット・ゴルフ場・空港への送迎にはご利用いただけません。

※12歳未満のお子様のみのご利用はできません。

※パスをお持ちでない方との同乗はできません。

※配車予約時に発生した電話代金はお客様のご負担となります。

※延泊の際も、ご帰国日までご利用いただけます。

1 R＆Cインフォメーションデスクへ連絡（日本語でOK）

2 時間・場所をご指定ください。約30分程度で配車可能

3 ご指定の時間・場所でお待ちください。

タクシー到着後、パスを提示し目的地までご乗車ください。

☆乗降可能エリアはこちら

らくらくシートでさらに
快適！（追加代金）

通常のエコノミーシートより大型で 座席間隔も広めのシートです。

●座席以外の機内サービス及び行程内容は他のお客様と同様です。

●利用機材の変更により予告なく「らくらくシート」の設定がなくなる場

合が あります。その場合、追加代金を返金の上エコノミークラス席に

てご参加 いただきます。

★追加代金：一律20,000円（往復）


