
PALAU
パラオ
成田空港発着

5日間

2019.6.7発表

9月11日（水）・9月15日（日）・9月19日（木）
出発日：2019年

3日間限定！
6/12・6/13・6/14

5,000円引！
ご旅行代金より

にツアーのご予約で

＊リピーター割引との併用可。
＊対象外：幼児お子様代金

2019年 6 月 12日
午前9：30より
予約受付開始！！
※6月12日はお電話のみにて予約受付いたします。



ナイスデイツアー パラオ旅行ならではの特典！！

ご旅行概要

前回のご旅行出発日から1年以内に弊社・ナイスデイツアーのパラオご旅行（パッケージツアーに限る）にご参加いただいたリピーターのお客様は、
パンフレット記載のご旅行代金から5,000円を割引いたします。ツアーお申込み時にお申し出ください。　
※他割引との併用はできません。　　※6/12・6/13・6/14　3日間限定割引との併用のみ可能です。

＜特典4＞ リピーターのお客様は ご旅行代金 5,000円引き！

旅行日程・発着時刻等は予告なく変更となる場合がございます。

朝食 ：一部ホテルは毎朝食（4回）が付きます。対象ホテルは、右頁に記載しております。
夕食 ：パラオロイヤルリゾートはご滞在中1回夕食が付きます。お好きなお日にちに
　　　ホテル内レストランにてお召し上がりいただけます。

●利用航空会社／日本航空チャーター便
　※当チャーターは航空会社による関係国政府の許認可等を
　　条件とし、旅行日程・発着時刻は予告なく変更となる場合が
　　ございます。
●最少催行人員／ 1名様
　　（1名様でご参加の場合は、別途シングル追加代金が必要です。）
●食事／含まれておりません。一部ホテルは食事が含まれます。
　　詳細は日程表下記載および料金表内表記をご確認ください。　　
●添乗員／同行いたしません。
　　現地到着後は、現地係員がご案内いたします。
●便名・フライトスケジュール／
　　2019 年8 月20 日前後に決定いたします。　
●延泊はお引き受けできません。　　
●ダイビング、ロックアイランドツアーなどオプショナルツアー参加
　時に必要となる各州発行の許可証代金は旅行代金に含まれて
　おりません。現地にてお支払ください。
●JMB（JAL マイレージバンク）でのマイル加算が可能です。
　（成田発着：1,988 マイル／エコノミークラス・らくらくシート共通）
●チャーター便は事前に座席が指定されます。
　座席に関するご案内詳細は裏表紙をご確認ください。
●車いすご利用のお客様は、できる限りお手伝いいたします。
　ご予約時にお申し出ください。航空会社の定める「お伺い書」の
　ご提出をお願いしております。
●ツアー参加に際し、特別な配慮を必要とする方は、ご予約時に
　お申し出ください。

＜重要＞
パラオ入国に際しまして、下記パスポート必要要件を満たす必要がございます。

□残存有効期間６カ月以上　　□余白ページ1ページ以上
※必要要件を満たしていない場合は、ご出発いただくことができません。

2019年5月グランドオープン！

▶ラグーンビューヴィラ（右イメージ写真）／ポンドビューヴィラ
　客室にプライベートプール付きのラグジュアリーリゾートです。

▶水上バンガロー
　ミクロネシア初！水上コテージタイプの客室です。
　（2019年5月パラオパシフィックリゾートよりホテル名が改称されました。）

ザ プリスティン ヴィラズ & バンガローズ at パラオパシフィックリゾート

パラオインフォメーション♪

こちらのリゾートにご宿泊のお客様は、専用レセプションにて各種お手続きいただけるほか、宿泊者様専用レストランにてお食事をお召し上がりいただけます。

7月31日までのご予約完了で
60,000円引キャンペーン実施中！
※対象：ラグーンビューヴィラ・ポンドビューヴィラに宿泊
※大人基本代金を基準として、お一人様あたり60,000円の
　 割引が適用されます。
※添い寝お子様代金の割引はございません。

＜特典1＞ ＜特典2＞
パラオエンジョイ

クーポン プレゼント！ BBIシャトルバス　　
クーポン プレゼント！

＜特典3＞

アクティビティーやレストラン（夕食）、
一部ギフトショップでご利用いただける
US$20.00クーポンをプレゼント。

ご利用一例／
ロックアイランドツアーカンパニー催行ツアー、

レストラン・マリーナカフェヴィータ
※その他ご利用可能店舗・催行会社は弊社HPを

ご覧いただくか、スタッフまでお問い合わせください。
※クーポンは現地にてお渡しいたします。

各ホテル～市内中心地間のアクセス
（ディナー時間帯運行）に

便利なBBIシャトルバスクーポンを
プレゼント。

※一部特典対象外のホテルがございます。
特典対象となるホテルは料金表内にマークがあります。

※クーポンは現地にてお渡しいたします。

マリーナカフェ・ヴィータ
US$20

お食事券プレゼント！

ザ プリスティンヴィラズ＆バンガローズ、
パラオパシフィックリゾート、

パラオロイヤルリゾート、コーブリゾートパラオ
ご宿泊のお客様限定！

※クーポンは現地にてお渡しいたします。



下記諸費用をご旅行代金とともに請求申し上げます。
　■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  
　■国際観光旅客税／大人・子供同額：1,000円
　■パラオ・プリスティンパラダイス環境税／大人・子供・幼児同額：US$100.00（目安額　10,960円・2019年6月7日時点）
　　※プリスティンパラダイス環境税は、ご旅行手配完了日に確定いたします。三菱UFJ銀行TTSレートを基準とします。

ご旅行代金（2名様1室ご利用時1名様あたり） （単位：万円）

ウェストプラザ系ホテル＝ウェストプラザ「デセケル」「ダウンタウン」「マラカル」「バイザシー」よりお選びいただけます。
（ウェストプラザ「マラカル」「バイザシー」ご宿泊の場合、シャトルバスクーポン特典の対象外となります。）
※パラオホテル・ＤＷホテル「スタンダード」タイプの客室は、3名様1室のご利用ができません。「トリプルルーム」をご案内致します。ご旅行代金はお問い合わせ下さい。

★添い寝お子様代金について（2歳以上11歳未満のお子様で、大人の方のベッドに添い寝されるお子様）

○航空座席、送迎座席、シャトルバスクーポン（宿泊ホテルにシャトルバスクーポンが付与される場合）の提供となります。
○ホテルでのお食事、特典は含まれません。宿泊ホテルの大人基本代金に朝食が含まれる場合、年齢により無料にて朝食を
　召し上がれる場合がございます。また、有料となる場合は追加代金のお支払にて朝食手配が可能です。詳細はお問合せ下さい。
○ご宿泊されるホテルにより、添い寝お子様代金に追加代金が必要となる場合がございます。詳細はお問合せください。

☆幼児お子様代金について
○2歳未満のお子様で、航空座席を
　利用されない幼児お子様が対象
　となります。
○ホテル食事・特典は含まれません。

＜マークの見方＞　　　　：シャトルバスクーポン付　　　　：朝食4回付　　　　　： 13：00チェックアウト特典付

アクティビティパスポート付！ アクティビティパスポート付！

夕食1回付！

客室タイプ

出発日

基本代金

シングル追加代金

トリプル利用割引

客室タイプ

出発日

基本代金

シングル追加代金

トリプル利用割引

客室タイプ

出発日

基本代金

シングル追加代金

トリプル利用割引

客室タイプ

出発日

基本代金

シングル追加代金

トリプル利用割引

客室タイプ

出発日

基本代金

シングル追加代金

トリプル利用割引

客室タイプ

出発日

基本代金

シングル追加代金

トリプル利用割引

パラオパシフィックリゾート

オーシャンフロント オーシャンビュー ガーデンビューポンドビューラグーンビュー水上バンガロー

ザ プリスティンヴィラズ＆バンガローズ at パラオパシフィックリゾート

デラックスオーシャンビュー デラックスハーバービュー スーペリアガーデン プールサイドルーム(1F) ロックアイランドビュー(2F) ベイビュー(3F)

パラオロイヤルリゾート コーブリゾートパラオ

不可

パレイシアホテル

アイライウォーターパラダイスホテル＆スパパラオセントラルホテル

パラオプランテーションリゾート

スイートヴィラ グランドコテージ スーペリアコテージ デラックスベイビュー デラックスタウンビュー

ガーデンパレス

パラダイスホテル ウェストプラザ系ホテル

不可

デラックス スーペリア デラックス スタンダード(眺望指定無) オーシャンビュー スタンダード

デラックス スタンダード スタンダード デラックス スタンダード スタンダード

ＤＷホテルパラオホテルペントハウス

不可 不可 不可※ 不可※

各日共通
スタンダード

幼児
お子様代金

VIPゲストホテル

各日共通

基本代金

各日共通

基本代金

添い寝お子様代金

基本代金
※右記ホテル宿泊以外

アイライウォーターパラダイス
ホテル＆スパに宿泊

パラオセントラルホテルに
宿泊



〈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

〒102-0083　東京都千代田区麹町2-2 VORT半蔵門Ⅱ

（社）日本旅行業協会正会員

（受託販売）

●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 VORT半蔵門Ⅱ

☎ 03-3262-0605 FAX. 03-3262-4830
grs-ndt@globalservice.co.jp https://www.globalservice.co.jp

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。

MASTER,VISA.JCB,AMEX カードのほか、PayPay でお支払いいただけます。

■営業時間：月曜日～金曜日　10：00～ 19：00
　　　　　　土曜日　　　　　10：00～ 16：00
　※来店最終受付時刻：営業終了時刻の1時間前　
■休業日　：日曜日・祝日・年末年始

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。

ご旅行条件（要約）　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にお読みください。

旅行代金の額 お申し込み時の申込金

30万円以上 5万円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで

15万円未満 2万円以上旅行代金まで

■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で
き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
当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて所定の申込書に記
入の上、下記申込金を添えてお申込みいただきます。

■旅行契約成立時期
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。）
■旅行代金のお支払い
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」といいます。）にあたる日より前にお支払いいただきます。
②基準日以降にお申込みされた場合は、お申込時点又は旅行開始日前の当社らが指
定する期日までにお支払いいただきます。
■お支払い対象旅行代金
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。）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。この合計代金は「申込金」、「取消料」、「違
約料」、「変更補償金」の額を算出の際の基準となります。

■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２３㎏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
（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「〇〇料金」と称するもの⑪運送機関の課す付加運賃・料金
■追加代金（一部例示）
①１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。）②ホテ
ル又は部屋タイプをグレードアップするための追加代金③パンフレット等で「〇〇
追加代金」と称するもの
■割引代金（一部例示）
①パンフレット等で「〇〇割引代金」と称するもの②１つの部屋に３人以上のお客
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
■旅行契約内容・旅行代金の変更
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、旅行内容や
旅行代金を変更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、お客様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
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
除することができます。
＜貸切航空機を利用するコース＞

■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。
■旅行条件要約基準日
この旅行条件要約の基準日は、2019年 6月 1日です。旅行代金は、2019 年 6
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。

●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、利用する旅行者全て
に課せられます。
●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ホテルのチェックアウトタイムは原則として12時（正午）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近
くのお部屋をご用意できないこともございます。
④原則としてツインベッドルームのご利用となりますが、ご夫婦・カップルでご参
加のお客様にはダブルベッドのお部屋をご用意させて頂くこともございます。

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こ
ともございます。
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、
施設の一部がご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を
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。）
●コース参加中でのトラブルについてのお願い
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。
●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、お客様との連絡のために利用させてい
ただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関等に提供
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。

●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
されている場合がございます。
関連情報は下記にてご確認いただけます。（2019年 6月現在）
FORTH厚生労働省検疫所ホームページhttp://www.forth.go.jp/index.html
外務省海外安全ホームページ  　http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
外務省領事局領事サービスセンター（海外安全相談班）：  TEL 03-3580-3311
たびレジ外務省海外旅行登録  　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
●海外旅行保険加入のおすすめ
より安心して旅行をお楽しみいただくために、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すすめいたします。なお、危険
を伴うスポーツを予定されている場合は、海外旅行に加入できない場合や、保険料
割増または保険金減額となる場合があります。

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
５０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２１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
２０日目にあたる日以降４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
３日目にあたる日以降の解除、または無連絡不参加の場合

旅行代金の８０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１０％

旅行代金の１００％

利用可能期間 5日間 14日間

データ容量

料金 12,000円 24,000円

人気オプショナルツアーを特別料金にてご案内！

Wi-Fiルーターレンタルを特別料金にてお申込み可能！ 当サービスはパラオ通信会社 PNCC が提供するものです。

パラオ唯一のWi-Fiルーターレンタルサービスです。
3台まで同時接続可能、4G(※)回線で快適サクサクです！
当社パッケージツアーにお申込みのお客様限定の特別料金にて
お申込みいただけます。　（※：ご利用エリアにより異なります。）
＊条件等詳細は、別紙ご案内書面をご確認ください。

当ツアーにお申込みいただいたお客様に、パラオの大自然を存分に楽しんでいただきたいという思いから、
オススメのオプショナルツアーを特別料金にてお申込みいただけます。
対象ツアーや料金詳細は、別冊「NicedayTourで行く 世界遺産パラオ」をご覧ください。

＜冊子イメージ＞

らくらくシートのご案内 航空座席・預け荷物について
当社ツアーでは、ご予約ごとにお近くの座席となるよう努めております。
並び席の確約は致しかねますが、通路挟み・縦並びなどでもまとまるようにし、
飛び石で離れることがないように努めます。特にお子様連れのお客様は、保護者の方と
離れることのないよう配慮いたしております。以上の対応のため、お座席の前方・後方／
窓側・通路側のご希望は承りかねます。何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

無料預け手荷物は、2個まで無料！！

ダイビング追加代金も
左の冊子よりご確認
いただけます。

機内前方の「JALビジネスクラス仕様」の座席を追加代金にて手配可能です。

・座席仕様以外の手荷物許容量、食事を含むすべての機内サービスはエコノ    
　ミークラスと同様です。また、JALビジネスクラスの付帯サービス（ラウンジ
　利用・優先搭乗・専用チェックインカウンター等）はございません。
・マイル積算率はエコノミークラスと同等です。
・出発日当日、空港・機内でのお申込みはできません。

追加代金
大人・子供同額（幼児不要）・お一人様・往復

30,000円

受託手荷物許容サイズ：
3辺の合計203cm以内・重量23kg以内

イメージ


