ムッシュ坂井 の
本格フレンチをパラオで味わう

Palau
Hiroyuki
Sakai

スペシャルパラオツアー
2018年6月25日(月)発−6月29日(金)着

５日間

成田発着

※中部・関西・福岡空港ご出発コース詳細はお問合せください。

募集期間：2018年3月29日(木)〜2018年5月21日(月)
＊「本格フレンチ夕食会」はパラオ現地レストラン
Marina Cafe VITA(坂井シェフ監修) にて6月27日開催予定。

スケジュール

こちらのスケジュール表は成田空港発着コースをもとに作成しております。
朝
食

パラオ泊

(金)

パラオ発 <乗継>
（グアム）
成田着

夕食 ホテル内レストラン「ココナッツテラス」にて
ビュッフェ。各自ご自由にお召し上がり下さい。
深夜 ホテルより空港へ。
01:45
05:00
07:00
09:55

パラオ出発。ユナイテッド航空にてグアムへ。
グアム到着。（入国審査手続きがございます）
グアム出発。ユナイテッド航空にて成田へ。
成田到着。到着後、解散。

ビュッフェ

食事（※）が含まれます。

パラオ泊

6/29

午前〜午後、フリータイム。
★追加代金にて指定オプショナルツアーに参加可能で
す。詳細は裏面をご覧ください。
(昼食) 指定オプショナルツアーをお申し込みの場合、

※

(木)

夕食 パラオ初！フレンチの鉄人・坂井宏行の振舞う
本格フレンチ料理を味わうパラオの宵の夕食会

○

パラオ滞在

本格フレンチ

食事（※）が含まれます。

パラオ泊

6/28

午前〜午後、フリータイム。
★追加代金にて指定オプショナルツアーに参加可能で
す。詳細は裏面をご覧ください。
(昼食) 指定オプショナルツアーをお申し込みの場合、

※

(水)

食事（※）が含まれます。

○

6/27

パラオ滞在

※

(火)

終日、フリータイム。
★追加代金にて指定オプショナルツアーに参加可能で
す。詳細は裏面をご覧ください。
(昼食／夕軽食) 指定オプショナルツアーをお申し込みの場合、

機内軽食

パラオ滞在

○

6/26

パラオ泊

成田出発。ユナイテッド航空にてグアムへ。
グアム到着。（入国審査手続きがございます）
グアム出発。ユナイテッド航空にてパラオへ。
着後、ホテルへ。

※

(月) パラオ着

11:00
15:50
19:05
20:15

夕
食

機内食

6/25

成田発＜乗継＞
（グアム）

昼
食

機
内
軽
食
・
機
内
食

上記スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
★各日指定オプショナルツアー詳細は裏面をご確認ください。

3日目夜・本格フレンチ夕食会レストラン

Marina Cafe VITA

旅行代金・ツアー情報
◆2名様1室利用時・大人1名様あたり

￥231,000-

●利用航空会社／ユナイテッド航空(グアム経由)
成田空港発着・エコノミークラスご利用
●最少催行人員／２名（1名様参加の場合、相部屋不可）
●利用ホテル／パラオパシフィックリゾート(部屋指定無)
●食事／朝食３回・夕食2回(機内食を除く)
夕食①3日目：本格フレンチ夕食会（アルコール含むフリードリンク付）
夕食②4日目：ホテル内レストラン「ココナッツテラス」での
テーマナイトビュッフェ(ドリンク別)
●添乗員／同行いたしませんが、現地係員がお世話いたします。
●延泊はお引き受けできません。
●ご旅行代金は大人・子供同額です。ベッドをご利用にならない
お子様(添い寝)、航空座席・ベッドをご利用にならない幼児の
お子様(日本到着時2歳未満)代金はお問い合わせください。
●燃油サーチャージは含まれております。
●お1人様にてお部屋をご利用の場合はシングル追加代金として
92,000円をご旅行代金に加算ください。
●3名様にて1室をご利用の場合は、通常のツイン(又はダブル)の
お部屋にエキストラベッドを入れるため狭くなります。
トリプルルーム利用割引として1名様あたり8,000円の割引が
適用されます。
●追加代金オプショナルツアー等で必要となる各州発行の許可証
代金は含まれておりません。現地にてお支払下さい。
別途、下記空港使用料、現地空港諸税等を申し受けます。
・成田空港施設使用料
大人2,090円／子供1,050円
・成田空港保安サービス料
大人・子供同額520円
・グアム空港諸税
大人・子供同額US$29.5
（3/26時点目安額 3,130円＜＊＞）
・プリスティンパラダイス環境税 大人・子供・幼児同額US$100
（3/26時点目安額 10,600円＜＊＞）
＜＊＞USドル日本円換算額はご旅行手配完了時に確定いたします。
日本円換算レートは三菱UFJ銀行TTSレートによります。
10円未満は切り上げとします。
ご宿泊ホテル

パラオパシフィックリゾート

パラオ随一の本格的リゾートホテル。パラオで唯一！プライベート
ビーチからサンセットを望むことができます。朝食＆4日目夕食は
客席から海を眺めながらお食事いただける「ココナッツテラス」で
お召し上がりください。当ツアーでは、お部屋から海が見える
（又はお部屋の一部から海が見える）オーシャンビューのお部屋を
ご用意しております。

店内イメージ

♥2018
＃ムッシュ坂井と堀江シェフ #パラオ

Marina Cafe VITA(マリーナカフェ ヴィータ)はLa Rochelle・坂井宏行シェフの
監修を受けたパラオ・マラカル島の海沿いのレストランです。
マリーナからの風を感じながら、お食事とお酒をお楽しみください。
レストラン総料理長・堀江シェフは、ムッシュ坂井から学んだ料理に対する姿勢・
チャレンジ精神を胸に、ひとつひとつの料理を大切に創ることを心がけています。

ココナッツテラス

♥627
＃世界一眺めのいい朝食 #パラオ

ホテル空撮

パラオ入国に際して、パスポート残存有効期間６ヶ月以上・未使用１頁以上が必要です。

オプショナルツアーのご案内

出発前事前予約要(ご出発の10日前まで)・日本払い

催行：ロックアイランドツアーカンパニー(RITC)

※2歳以下無料

ペリリュー島 戦 跡ツアー◆

催行：ロックアイランドツアーカンパニー(RITC)
西太平洋戦没者慰霊碑
イメージ

※2歳以下無料

太平洋戦争の激戦地であったペリリュー
島は未だに多くの戦跡がそのまま
残されています。2015年、天皇皇后
両陛下が慰霊に訪れたことでも
日本で広く知られるようになった島です。

︵ ６ ／ ２ ８・
︶ 日中

・日中

︵ ６ ／ ２７ ︶

大人
13,000円
子供(3〜11歳) 8,500円

催行：ロックアイランドツアーカンパニー(RITC)

大人
5,500円
子供(3〜11歳) 3,500円

カヤック(夕景)イメージ

夕日に向かってカヤックで漕ぎ出し、景色と
夜のシュノーケルを堪能できる短時間でも
充実、年齢を問わず人気のツアーです。
軽食はMarina Cafe VITAよりケータリング、
サンドイッチまたはスパゲティをお選びいただけます。
*軽食、お水・お茶、シュノーケルセット＆ライフジャケット、懐中電灯、送迎付

４日 目

３日 目

*BBQランチ、ソフトドリンク、シュノーケルセット＆ライフジャケット、
釣具一式、送迎付

ナイトカヤックツアー☆
※2歳以下、妊婦の方は参加不可。

・夜

・日中

初心者やでも簡単にできるパラオ
スタイルの釣りと無人島でのBBQランチ、
「ザ・パラオの休日」なこのツアーは
ムッシュ坂井もイシオシ！

︵ ６ ／ ２６ ︶

︵ ６ ／ ２６ ︶

大人
13,000円
子供(3〜11歳) 8,500円

BBQランチイメージ

２日 目

２日 目

フィッシング＆B B Qツアー☆ ★

*昼食（弁当）、ソフトドリンク、日本語ガイド、送迎付

ロングビーチ＆ミルキーウェイツアー☆

催行：ロックアイランドツアーカンパニー(RITC)

大人
10,000円
子供(3〜11歳) 6,000円

ミルキーウェイイメージ

※2歳以下無料

ツアー人気No.1！美白効果抜群の
泥パック「ミルキーウェイ」と干潮時
のみに現れる「ロングビーチ」を訪れる
パラオのハイライトツアーです。
*ロングビーチは潮位によって水面に
現れない場合がございます。

*昼食（弁当）、ソフトドリンク、シュノーケルセット＆ライフジャケット、送迎付

各 州 州 税・許 可 証に関 するご 案 内（右記代金はお一人様あたり）
☆ロックアイランド許可証
ご参加のオプショナルツアーにより、別途許可証・州税が必要となります。★フィッシング許可証
右記代金を現地にてUSドル現金でお支払ください。
◆ペリリュー島州税

US$50.00(☆付のツアー／滞在中有効／6歳未満不要）
US$20.00(★付のツアー／滞在中有効／13歳未満不要)
US$15.00(◆付のツアー／1日あたり／6歳未満不要)

上記オプショナルツアーは各ツアーに明記している現地法人が催行し、それぞれの実施事業者が所在する国又は州や地域の法に準拠します。弊社の旅行条件は適用されません。お客様と弊社の
契約は手配旅行契約となり、催行に関する責任は弊社にはありません。また、天候その他の事由により、ツアー催行を中止する場合がありますので予めご了承ください。

指定日以外のご参加または当書面掲載外のオプショナルツアーは現地払い(USドル)にてご参加可能です。お気軽にお問い合わせください。
旅のご案内とご注意

～お申し込み前に必ずお読みください。

●燃油サーチャージについて
記載の旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。旅行契約成立後に、
燃油サーチャージの増額、減額、廃止となる場合、増額分の追加徴収ならびに廃止
を含む減額分の払戻はございません。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、一定の条件のもとで国土交通省に申
請し許可を受けるもので、金額は航空会社・利用区間により異なり、対象となるすべ
ての航空会社に対して課せられるものです。
●航空会社、その他交通機関について
航空機の座席配列によりグループ、
カップルの方でも隣合わせにならない場合が
ございます。
●ホテル及びお部屋についてのご案内
①ホテルのチェックインタイムとチェックアウトタイムは原則として12時
（正午）
と
なっております。現在のスケジュールはパラオ発が深夜の為、原則としてご出発時
刻までホテルは確保する形でのご旅行代金となっております。
②3名様で1部屋をご利用の際は原則2人部屋に簡易ベッドをお入れ致します。
③2部屋以上をひとつのグループでお使いになる場合、ホテル側の事情によりお

ご旅行条件（要旨）

近くのお部屋をご用意出来ない事もございます。
④原則的にはツインベッドルームのご利用となりますがツインベッドのお部屋が少
ご夫婦、
カップルでご参加のお客様にはダブルベッ
ないホテルもございますので、
ドのお部屋をご用意させて頂く事もございます。
⑤パラオのホテルはポーターが不足しております。お荷物はご自身でお運び頂く
事もございますのでご了承ください。
⑥予告なく改装工事を行う場合がございます。そのため、多少の騒音が発生した
り、施設の一部が利用できない場合がございます。
（なお、工事等により主要施設
が利用できないことがあらかじめ判明した場合は事前にご案内いたします）
●旅行先衛生状況・危険情報について
渡航先に厚生労働省、外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出され
ている場合があります。関連情報は下記にてご確認いただけます。
（2018年3月現在）
FORTH厚生労働省検疫所ホームページ：http://www.forth.go.jp/
外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省領事局領事サービスセンター(海外安全相談班：
) T E L :0 3 -3 5 8 0 -3 3 1 1
たびレジ外務省海外旅行登録：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

●個人情報の取扱いについて
旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用さ
せていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関
等の提供する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きに必
要な範囲内で利用させていただきます。
●コース参加中でのトラブルについてお願い
参加コースに対して提供されるべき特典やサービスが提供されない事項が発生し
た場合、
ご帰国後のお申し出では対応が不可能となりますので必ず滞在中に速や
かに現地係員・現地手配会社までご連絡いただきますようお願いいたします。小さ
なトラブルや細かいご指摘等、お客様の旅の思い出がより良いものとなるよう現
地係員一同最善を尽くし対応させていただきます。
●海外旅行保険加入のおすすめ
より安心してご旅行をお楽しみいただくためにもご旅行中の病気、事故、盗難、賠
償などに備え、海外旅行保険に必ず加入されることをお勧めいたします。なお危険
を伴うスポーツを予定されている場合は、更に運動危険特約が必要となりますの
で、その旨を必ず保険会社にお申し出ください。

お申し込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり十分お読みください。

■募集型企画旅行契約
この旅行はグローバルサービス株式会社
（以下「当社」
といいます）
が旅行者の募集のために
あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることが出来る運送又は宿泊のサ
ービスの内容、ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計
画を作成し、
これにより実施する旅行であり、
この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。
■旅行契約の申し込み
当社所定の申込書に記入の上、
下記申込金を添えてお申込いただきます。

■表示代金に含まれるもの（一部例示）
以下のものが含まれます。
（いずれも募集型企画旅行中または旅行日程として表示されたもの）
①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金②送迎・移動のバス等代金③ホテル宿泊代
金④食事代金⑤受託手荷物運搬代金
（原則お1人23kg以内）
■表示代金に含まれないもの（一部例示）
①超過手荷物料金
（特定の重量・容量・個数を超える分について）
②クリーニング代、電話代、
ホテルのメイド・ボーイ等に対する心付、その他追加飲料等個人的諸経費及びそれに伴う税・
サービス料③傷害、疾病に関する医療費④渡航手続関係諸費用（旅券・査証取得費用等）⑤
日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・宿泊費等⑥日本国内
旅行代金の額
お申し込み時の申込金
の空港を利用する場合の空港施設使用料⑦日本国内の空港税・出国税及びこれに類する諸
30万円以上
5万円以上旅行代金まで
税⑧旅行日程中の空港税・出国税及びこれに類する諸税⑨ご希望者のみ参加されるオプシ
ョナルツアー（別途料金の小旅行）の料金⑩その他募集広告内で「○○料金」
と称するもの
15万円以上30万円未満
3万円以上旅行代金まで
⑪運送機関の課す付加運賃・料金
15万円未満
2万円以上旅行代金まで
■追加代金（一部例示）
■旅行契約成立時期
ア.1人部屋を利用される場合の追加代金
（大人・子供一律1名様代金です）
旅行契約は当社らが契約締結を承諾し、申込金または旅行代金
（お支払い対象旅行代金）
を イ.ホテル又は部屋タイプのグレードアップするための追加代金
受理した時に成立します。
（通信契約の場合を除きます）
ウ.パンフレット等で「○○追加代金」
と称するもの
■旅行代金のお支払い
■割引代金
①旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目
（以下基準日とい
①パンフレット等で「○○割引代金」
と称するもの②1つの部屋に3人以上
います）
にあたる日より前にお支払いいただきます。
②お客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりのお部屋割引代金
②基準日以降にお申込された場合は、お申込時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期 ■旅行契約内容・旅行代金の変更
日までにお支払いいただきます。
天災地変、動乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止など、当社の
■お支払い対象旅行代金
関与し得ない事由や運送機関の運賃・料金の大幅な改定により、旅行内容、旅行代金を変更
お支払い対象旅行代金とは、募集広告等に旅行代金として表示した金額（以下「表示代金」といいます） することがあります。なお、お客様のお申し出により旅行内容の変更がある場合は別途所定
に追加代金として表示した金額を加え、割引代金として表示した金額を差し引いた金額をいいます。こ の代金を申し受けます。また、運送・宿泊機関の利用人数により旅行代金が異なる場合お客
の合計金額は「申込金」、
「取消料」、
「違約料」、
「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
様の都合により利用人数が変更になったときは旅行代金を変更することがあります。

旅行契約の解除期日

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日
前以降～31日前以前（特定日のみ※）

旅行代金の10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日
前以降～3日前以前

旅行代金の20％

2日前（前々日）～旅行開始日
旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の50％
旅行代金の100％

※特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7
■特別補償
当社約款特別補償規定により、
お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事
故によって身体に障害を被ったときに、
お客様又はその法定相続人にあらかじめ定める額の
補償金及び見舞金を支払います。
■旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は「お支払い対象旅行代金」に一定
の率を乗じて得た額の変更補償金を支払います。詳細旅行条件書でご確認ください。
■旅行条件要旨基準日
この旅行条件要旨の基準日は、2018年3月1日です。旅行代金は、2018年3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。

〈旅行企画・実施〉
観光庁長官登録旅行業第474号/一般社団法人日本旅行業協会正会員

●お申込み、お問い合わせは…

グローバルサービス株式会社
総合旅行業務取扱管理者：高山律子
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2 KIHOHビル

☎03(3262)0605
MAIL：grs-ndt@globalservice.co.jp

■旅行契約の解除
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除するこ
とが出来ます。
〈貸切航空機以外を利用するコース〉

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2 KIHOHビル

（社）
日本旅行業協会正会員

（受託販売）

FAX 03（3262）4830
URL：http://www.globalservice.co.jp

■営業時間：月曜日～金曜日 9：30～20：00／土曜日 9：30～16：00 ■休業日：日曜日・祝日
マスター・VISA・JCB・AMEXカードでもお支払いいただけます。
総合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きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、
担当者からの説明
にご不明な点がありましたら、
ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

