
ビーチセーリング

トロピカルフィッシュ

2022.12月15日～2023.3月31日
成田・関空・名古屋・福岡発

満足が見える旅へ

◆キャンセルサポート
想定外の事由での旅行キャンセルも
サポートします。※適用条件があります

◆RAKUナビサポート
知りたい・聞いておきたい現地情報は、
チャットで気軽に相談できます

◆JTB緊急電話サービス
    24時間日本語で対応します。

◆JTBデスク
日本語での

滞在サポートサービス

◆コロナお見舞金
万が一、帰国後に新型コロナ
ウイルス感染症の陽性反応
が出てしまった場合には、
お見舞金をお支払いします。

※適用条件があります

出発前のサポート 現地滞在中のサポート 帰国後のサポート

旅行の心配事やトラブルも
ルックJTBがサポート ルックJTB安心パック
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出発前 出発前・滞在中

事前に手配しておけば安心！ スマホで気軽に相談！

日本出発前レストラン予約サービス コンチャチャット
どこにいてもスマホがあればご相談いただけます。滞在中に行きたいレストランのランチ・ディナーの

ご予約を、お客様に代わってお手配します。英語
が苦手な方も事前に手配しておけば安心です。
・�お申し込み後にお知らせするWebアドレスよりお客様
ご自身でご予約いただきます。
・�席のみ予約は、ご希望日の8週間前から予約可能です。

■受付時間 ： �グアム時間9：00～18：00／ 
日本時間10：00～17：00

・�上記の時間帯はオペレーターへのチャットが可能です。
・��チャットボットによる自動応答は24時間対応しております。
・通信費用はお客様負担となります。ディナー（一例）

万が一のサポート パスポートの紛失や、思わぬけが・病気など緊急時こそサポートします。
■フライト遅延・欠航時の対応
出発便の遅延により、目的地への到着が大
幅に遅れた時も、日本語係員が皆様のご到
着をお待ちしています。また、ご帰国便が欠
航した際は、日本語係員が振替便の手続き
をお手伝いします。

■思わぬけが・病気の対応
急な腹痛や体調不良の場合、現地デスクへ
ご連絡ください。お客様の希望に沿って、病
院へお連れしたり、薬局の紹介をします。必
要があれば各種保険の手続きもお手伝いし
ます。

■パスポート紛失時の対応
緊急連絡先へご連絡いただければ、領事館
へのアクセスなど、ご帰国までの手続き方法
を日本語でご案内します。また、盗難等、警
察への連絡が必要な場合もお客様のご要望
によりお手伝いします。

■ホテルでのトラブル対応
水回りや空調の不具合などがあった場合
は、ホテルスタッフにご相談ください。問題
が解決しない場合や言葉の心配がある場合
は、現地デスクへご連絡いただければお手
伝いします。

●上記サポートにかかる費用は、お客様のご負担となります。　●最大限のサポートを提供させていただくために、海外旅行傷害保険の加入をおすすめします。

グアムの旅をより快適に
ルックJTBならサポート体制も充実

新しい「旅」を、お客様とともに
ルックＪＴＢでは、様々な取り組みを通して、お客様と社員の安心・安全を確保し、少しでもお客様が楽しい気持ちでご旅行にお出掛けいただけるよう、努めてまいります。

ルックJTBは、JATA（日本旅行業協会）が策定する「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第3版)」および「海外旅行における運
用手引書」に沿って、旅程管理を行います。各国・各自治体や旅行サービス提供事業者が自ら定める新型コロナウイルス感染症ガイドライン
に沿った、適切な感染防止対策を実施しているホテル・レストラン・観光施設・運送機関を選定します。

お客様へお願いすること ご出発時～ご旅行中において
ご出発時、集合場所などで感染症が疑われる症状や発熱があり、他のお客様への
感染リスクが高いと判断した場合や、旅行期間中の感染予防対策にご協力いただ
けない場合には、ご旅行の参加をお断りすることがございます。またご出発後に感
染症が疑われる症状がみられた際は、医療機関の受診、PCR検査など、現地のガイ
ドラインや海外保険会社の案内等に則った対応をご案内します。　　　　　　
（この時に発生する、診療、検査、離団等にかかる費用はお客様負担となります。） 

ルックJTBの
取り組み

ルックJTBの取り組み

外務省の「たびレジ」は、旅行日程・滞在先などを登録する
と、旅行先の最新の安全情報や緊急時の連絡メールなど
が受け取れるので便利で安心！

「たびレジ」に登録しましょう！
海外旅行保険の加入
もしもの場合に備え、新型コロナウイルス感染症に対する十分
な補償が組み込まれた海外旅行保険の加入をお願いします。

清掃・消毒などの衛生管理
マスクや除菌シートなどはお客様ご自
身で十分な量をご用意ください。

体調管理
お客様ご自身の体調にご留意ください。

マスクの着用
着用義務のない国・地域においても感
染対策のため、着用を推奨しています。

渡航準備
ご出発までに、ワクチン接種証明書、陰性証明書などの書類や
アプリ等をご用意いただく場合があります。渡航先（乗継地を
含む）や利用航空会社により必要な手続きが異なりますので、
詳しくはお申し込み販売店にご確認ください。

滞在中

現地に精通したスタッフが日本語で対応します タクシーで気軽に人気スポットへ！

グアム滞在がもっと楽しく！

ルックJTBコンチャツアーデスク コンチャタクシー

滞在中、赤いシャトルバスに乗り放題！

タモンの中心地にあるグアムプラザリゾート＆スパ内にあるから便利！ ルックJTBのお客様専用電話番号から予約ができるコンチャタクシーがご
利用いただけます。人気の観光スポットへチップが含まれた専用区間料金
をご用意。事前に金額がわかるので安心です。

詳細はP.3参照

〈サービス内容〉
●オプショナルツアーの申込み・支払い　●レストラン予約　
●お客様からのお問合せ　●レンタルベビーバギーの貸出・返却
■場所：グアムプラザリゾート＆スパ　■営業時間：9：00～18：00

ホテルからの直通電話が便利！

ルックJTBコンチャ直通ホットライン

コンチャテレフォンセンター

ホテルからコンチャツアーデスクへ無料でお電話が可能です。

遊びのご相談から旅行中の病気やトラブルなどいつでもお
電話ください。日本語を話す係員が丁寧にお応えします。

■受付時間：9:00～18:00　■設置ホテル：デュシタニ・ツバキ
タワー・デュシットビーチ・ハイアット・PICグアム
※�ツバキタワーはロビー階にあるJTB直通電話から、それ以外のホテルは客室
電話からご利用いただけます。

■ ご利用時間：9:00～18:00（年中無休）
※上記時間外の緊急時、万が一のケガ・病気・事故の場合（日本語対応）
　マイクロネシア・アシスタンス（現地法人）〈年中無休〉24時間

ご利用方法
❶�コンチャタクシー専用電話番号（通話料有料）にお電話ください。

※電話番号は現地にてご案内いたします。
※予約受付時間は9：00～20：00、配車時間は9：00～21：30となります。

❷�ご希望のお迎え時間、お迎え場所、行きたい場所、ご乗車人数を
お伝えください。※1台の乗車定員は5名（幼児を含む）

❸�予約時間にタクシーがお迎えにあがります。
※グアム到着時にお渡しするコンチャタクシーご利用券を運転手にご提示ください。

❹�料金は直接タクシーの運転手に現金でお支払いください。

出発前も！
滞在中も！

24時間いつでもお客様とつながっています
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日次 スケジュール
成田発着 名古屋発着 関空発着 福岡発着

1 1

各地発a〈成田発はフライトパターンが選べます P.5フライトスケジュール参照〉

グアム着
着後、ホテルへご案内
ホテル到着後、お部屋はすぐにご利用いただけます

2・3
2
～
4

終日：自由行動
滞在中、赤いシャトルバス（タモンシャトル北廻り・南廻り）に乗り放題

4 5

出発便に合わせて空港へご案内
グアム〈成田発はフライトパターンが選べます P.5フライトスケジュール参照〉a

各地着

グアム� 555

食事 4・5日間
共通

朝食0回・昼食0回・夕食0回
一部食事特典付きホテルがあります　各ホテルページをご覧ください

最少催行人員 1名：ただし、右記を除きます　2名：コネクティングルーム 
各コースNo毎に該当人数以上でお申し込みください

添乗員 同行しません　現地係員がご案内します
渡航手続き P7.の〔渡航手続きについて〕にてご確認ください

マイセレクト グアム4・5日間

コースNo.はP.6
の旅行代金表を
ご覧ください

発着地を選ぶ 成田
発着

名古屋
発着

関空
発着

福岡
発着

国内線特別代金
プランのご案内

ビジネスクラス（Cクラス）席
／上級エコノミークラス席の

ご案内

日本発着時
利用
航空会社

成田発着
チェジュ航空チャーター便（7C）

（航空会社による関係国政府の許認可の
取得などを条件とします） （※1）（※2）

設定なし 設定なしユナイテッド航空（UA）
名古屋発着

ユナイテッド航空（UA）関空発着
福岡発着

選
べ
ま
す

ホテル（下記・
P.4参照）
〈�〉内は
ホテル
グレード

デュシタニ グアム リゾート<L> ハイアットリージェンシーグアム<A>

ザ ツバキ タワー<L> オンワードビーチリゾート<B>

デュシット ビーチリゾートグアム<A> PICグアム（パシフィック・アイランド・クラブグアム）<B>

（※1）2022年11月現在の資料に基づいて作成しています。航空会社により申請予定（もしくは申請中）の運航スケジュールを基準としている為、認可条件および決定スケジュールによって、発着時間等は変更となる
場合があります。詳しくはご出発前にメールでお送りする「最終旅行日程表」にてご案内します。（※2）チェジュ航空チャーター便コースは4日間のみの設定です。（※3）チェジュ航空チャーター便は機内食のご用意はありません。
ご注意

並び席をご用意（申込条件あり／P.7参照）

並び席をご用意（申込条件あり／P.7参照）

コンチャカードのご提示で滞在中、
赤いシャトルバス(タモンシャトル北
廻り・南廻り)に乗り放題！
赤いシャトルバスを利用すると行
動範囲もぐんと広がり、グアム滞
在がもっと楽しく、充実します。

赤いシャトルバスに
乗り放題！

グアム滞在がもっと楽しく！

ノーベッド
こども
代 金
P.6

グアム�21回 �（※3）

� 21回（※3）

ルートや時刻表等の
最新情報はこちら→

タモンシャトルの一例タモンシャトルの一例

Lグレード

チェックアウト：12：00
無線LAN（Wi-Fi）：館内
●�情報は2022年11月1日現在のものです。ホ
テル都合により予告なく変更となる場合があ
ります。

12共通
客室面積：約43㎡
ベッドサイズ（1台）：
ツイン�203×137cm
1室最大利用人数：4名
下記〈ご案内〉参照
●全室ツインベッド利用となります。

デュシタニ グアム リゾート

1デラックスオーシャンフロント

タモンエリアの中心にあり、海に面して
建つラグジュアリーホテル。

6～16階のお部屋をご用意します。

17～23階のお部屋をご用意
します。

ルックJTBのおすすめポイント
◆JTBサンセットラウンジ byデュシタニ
海が真正面の開放感満点のロビーラウンジ
で、JTBのお客様はアルコールやおつまみ
をお召し上がりいただけます。（21歳以上／
17：00～19：00）

当ホテルご滞在中、当ホテルご滞在中、
毎日ご利用いただけます！毎日ご利用いただけます！

2プレミアオーシャンフロント

ルックJTBコンチャ
直通ホットライン

※2023年3/31利用まで

コネクティングルームコースあり

コネクティングルームコースあり

外観とホテル前ビーチ外観とホテル前ビーチ

（当パンフレットでの略称：デュシタニ）

サンセットラウンジサンセットラウンジ

お部屋の一例お部屋の一例プールプール

〈ご案内〉�●1室最大利用人数はおとな・こども・ノーベッドこども・幼児を含めた場合の人数です。最大ベッド台数は3台まで。〈お部屋の眺望について〉�●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めるこ
とができるお部屋。



Lグレード

Bグレード Bグレード

Aグレード Aグレード

チェックアウト：12：00
無線LAN（Wi-Fi）：館内・ガーデンプール
●�情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

チェックアウト：12：00
無線LAN（Wi-Fi）：ロビー
●�情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

チェックアウト：12：00
無線LAN（Wi-Fi）：ロビー
●�情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

チェックアウト：12：00
無線LAN（Wi-Fi）：ロビー／客室
●�情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

チェックアウト：12：00
無線LAN（Wi-Fi）：ロビー
●�情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

12共通
客室面積：約45㎡
ベッドサイズ（1台）：
ツイン�200×140cm／
ダブル�210×200㎝
1室最大利用人数：
5名 下記〈ご案内〉参照

12共通 ベッドサイズ（1台）：ツイン�190×140㎝／ダブル�216×190㎝
1室最大利用人数：4名　下記〈ご案内〉参照
●�コネクティングルームの場合、ツインベッドルームとツインベッドルームの組み合わ
せとなります。

〈ご案内〉�●1室最大利用人数はおとな・こども・ノーベッドこども・幼児を含めた場合の人数です。最
大ベッド台数はオンワードの1ウイングオーシャンフロントは4台、それ以外は3台まで。〈お部屋の
眺望について〉�●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。
●オーシャンビュー：海が客室の窓側(ベランダは含まない)から視界のかなりの部分を占めるお部
屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などによりその景観は一律ではありません。デュシットの
客室は、窓が海に対して斜めに面しており、海は窓側正面ではなく斜めにご覧いただけます。

12共通
ベッドサイズ（1台）：
ツイン�200×152㎝／
ダブル�205×190㎝
1室最大利用人数：4名 
下記〈ご案内〉参照
●�コネクティングルームの場
合、ツインベッドルームと
ツインベッドルームの組み
合わせとなります。

ゆったりとしたお部屋には、
ベッドを最大4台までご用意
できます。
客室面積：約43㎡
ベッドサイズ（1台）：
ツイン�205×145㎝
1室最大利用人数：5名
右記〈ご案内〉参照
●�全室ツインベッド利用とな
ります。
●�3・4台目のベッドは簡易
ベッドとなります。

客室面積：約42㎡　ベッドサイズ（1台）：ツイン�200×134㎝／ダブル�200×193㎝
1室最大利用人数：4名　下記〈ご案内〉参照
●�コネクティングルームコースの場合、ツインベッドルームとダブルベッドルームの組
み合わせとなります。

広めのお部屋から見える海とガーデンの景色が魅力です。

ザ ツバキ タワー

オンワードビーチリゾート

デュシット ビーチリゾートグアム

PICグアム（パシフィック・アイランド・クラブグアム）

ハイアットリージェンシーグアム

1カメリアルーム／オーシャンフロント

1タワー指定なし 約 33㎡ 

2ロイヤルタワーデラックスルーム／オーシャンビュー 約 38㎡

1オーシャンビュー

2020年4月、タモン湾北側の最も高
い丘の上にオープンしたラグジュア
リーホテル。

ハガニア湾に面した落ち着いた立地。朝食
付きは家族連れにも人気のポイントです。

プレジャーアイランドの中心に位置し、
ビーチやショッピングなど、目的に応じ
て遊べるリゾートホテル。

無料で遊べるアクティビティとウォー
ターパークを備えたリゾートホテル。

ロビーエリアからお部屋まで、高級感溢
れるリゾートホテル。全室タモン湾を望む
立地で特別な景色をお楽しみください。

ルックJTBのおすすめポイント

ルックJTBのおすすめポイント

ルックJTBのおすすめポイント

ルックJTBのおすすめポイント

◆ルックJTBカクテルサービスbyツバキタワー
ホテル最上階に位置するバー「ラ�カンティーナ」に
てアルコールやソフトドリンクなどを無料でお召し
上がりいただけます。（21歳以上/17:00～19:00）

◆  ルックJTBプールステーション by デュシットビーチ
ボトルウォーター・アイスバーのサービス（各1回
ずつ）、浮き輪などの無料レンタル（9:00～17:00）
※ノーベッドこども・幼児もご利用いただけます。

◆ ルックJTBカフェステーション by デュシットビーチ
ロビーフロアのカフェ「THE�GRIND」の軽食・ドリンククー
ポンをお1人様各1枚ずつご提供します。（ご利用時間は現
地にてご確認ください）※ノーベッドこども・幼児は対象外です。

◆ルックJTBカクテル＆ドリンクサービス
　byデュシットビーチ　
ロビー階の「バンブーバー」にてアルコールやソフトドリン
クなどのドリンクを飲みながらお寛ぎいただけます（17:00
～19:00）※ノーベッドこども・幼児もご利用いただけます。

◆ランチ付き（お1人様滞在中1回）

◆JTBサンセットテラスbyハイアット
緑豊かなガーデンでアルコールなどのドリンクを飲みながら、サンセットタイムを
お楽しみください（17:00～19:00）
※荒天時は室内のラウンジにご案内する場合があります��※ノーベッドこども・幼児もご利用いただけます。

◆ 3歳未満のお子様にはベビー用アメニティセットをご用意（お1人様おひとつ）

当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！

当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！

当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！

2カメリアルーム／ 10 階以上オーシャンフロント

ルックJTBコンチャ
直通ホットライン

ルックJTBコンチャ
直通ホットライン

ウォーター
パーク

入場無料

ウォーター
パーク

入場無料
毎朝食

特典付き

ルックJTBコンチャ
直通ホットライン

ルックJTB
コンチャ直通
ホットライン

※2023年3/31利用まで

※2023年4/1以降は「星野リゾート�リゾナーレ　　　　
　グアム」に変更となります。

※2023年3/31利用まで

※2023年3/31利用まで

1スーペリア 約 36㎡　

2デラックスオーシャン
　ビュー 約 36㎡　

1ウイング
　オーシャンフロント

コネクティングルームコースあり

コネクティングルームコースあり コネクティングルームコースあり

コネクティングルームコースあり

コネクティングルームコースあり

コネクティングルームコースあり

コネクティングルームコースあり

コネクティングルームコースあり

外観外観

外観とウォーターパーク外観とウォーターパーク

外観外観

（当パンフレットでの略称：デュシットビーチ）

（当パンフレットでの略称：ツバキ タワー）

（当パンフレットでの略称：オンワード） （当パンフレットでの略称：PICグアム）

（当パンフレットでの略称：ハイアット）

外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（空撮／イメージ）外観（空撮／イメージ）

ラ カンティーナラ カンティーナ

カメリアルーム／カメリアルーム／
10階以上オーシャンフロントの一例10階以上オーシャンフロントの一例プールプール

◆ホテル内ウォーターパーク入場無料
ホテルからのうれしいお知らせ

◆朝食クーポン付き（お1人様1泊につき1枚／12歳以上）
ホテル内レストラン「ル･プルミエ」にてビュッフェを
お召し上がりいただけます
・�12歳未満のお子様にはキッズフリーカード無料券
をご用意します（ノーベッドこども・幼児も対象となります）。

◆ホテル内ウォーターパーク入場無料
◆�マリンアクティビティ「バナナボート」50%割引
　（2023年3/31利用まで）

ホテルからのうれしいお知らせ
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第3ターミナル利用だから空港税が安い！グアムの滞在時間たっぷり！

受託手荷物がお1人様2個まで無料

（注）2022年11月1日現在の資料に基づいて作成しています。航空会社により申請
予定（もしくは申請中）の運航スケジュールを基準としているため、認可条件お
よび決定スケジュールによって、発着時間等は変更となる場合があります。

ユナイテッド航空
ユナイテッド航空は成田・名古屋・関空・福岡の4都市から
グアムへ直行便を運航しています。

機体の一例

チェジュ航空
運航期間 :2022 年 12/22～2023年 3/31 発

機内食
飲み物

機内
持ち込み
手荷物

お1人様1個まで無料
※1個あたり最大10kgまで、3辺の和が115cm以内
　(ただし、各辺の長さは横55cm、縦40cm、
    高さ20cm以内）

有料
水のみ無料

1

2

3

お1人様1個まで無料の航空会社が多いですが、
チェジュ航空チャーター便はお1人様2個（1個あ
たり23kgまで）まで無料!お子様連れのご家族な
ど大荷物になりがちなお客様におすすめです。
※ゴルフバック・サーフボード・ウィンドサーフィンは
無料受託手荷物の1つとして預けられます。

往路は成田午前発、復路はグアム夕刻発なので、到着日から帰国
日のギリギリまでグアムをお楽しみいただけます！

成田空港第1・2ターミナル利用に比べて、空港税が
1,090円安い!
第3ターミナルへのアクセスも便利になりました！（第2
ターミナルより徒歩約6分）

サービスについて4
便名

7C1182
成田発
10:05

グアム着
15:00

便名
7C1181

グアム発
16:10

成田着
19:00

往路 復路

23kg
23kg

機体の一例

発着地

往路便 復路便 コースNo. 設定日 2022年12/27〜2023年1/3出発は除く

便名 各発地→グアム 便名 グアム→各発地 コース 航空 2022年12/15〜26出発
2023年
1/4以降

出発

成田発着

UA827 11:00→15:55

UA873 16:50→19:50

ENCH★

UA1 【4日間】月・木・土曜日出発
【5日間】水・金・日曜日出発

毎日

UA196 12:55→15:55 UA8 【4・5日間】毎日

UA828 06:45→09:45 UA4 【4日間】月・水・木・土曜日出発 
【5日間】火・水・金・日曜日出発

UA197 17:50→22:45

UA873 16:50→19:50 UA6 【4日間】月・木・土曜日出発 
【5日間】水・金・日曜日出発

UA196 12:55→15:55 UA5 【4・5日間】毎日

UA828 06:45→09:45 UA7 【4日間】月・水・木・土曜日出発 
【5日間】火・水・金・日曜日出発

UA874 21:20→翌02:10

UA873 16:50→19:50 UA3 設定なし

UA196 12:55→15:55 UA9 設定なし

UA828 06:45→09:45 UA2 設定なし

名古屋発着 UA136 11:20→16:00 UA137 07:25→10:20 ECCH★ UN1 【4日間】金曜日出発 
【5日間】月曜日出発

関空発着 UA150 11:05→15:50 UA151 07:05→10:10 EKCH★ UK1 【4日間】日曜日出発 
【5日間】水曜日出発

福岡発着 UA166 11:50→16:45 UA165 07:30→10:50 EFCH★ UF1 【4日間】木曜日出発 
【5日間】日曜日出発

■フライトスケジュール
●�記載の便名およびスケジュールは、2022年11月1日現在の情報です。各航空会社の都合により変更となる場合がありますので、ご出発前にメールで
お送りする「最終旅行日程表」にてご確認ください。

★＝日数（4または5）

〈コースNo.の見方〉
代金表のカッコ内で表記されているコースNo.／コース・航空・ホテルを右記の順番
で並べるとご希望コースのコースNo.になります。

〈例〉成田発着�マイセレクト�グアム4日間　ユナイテッド航空
（UA827/UA873便）利用　デュシタニ�グアム�リゾート
デラックス �オーシャンフロントコースの場合（P.3掲載）

コース 航空 ホテル

E N C H 4 - U A 5 - X B
JTBホームページで検索できます！
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■マイセレクト グアム4・5日間　エコノミークラス席（Yクラス席）旅行代金表 
出発日
【ユナイテッド航空利用】●設定日についてはP.5参照
【チェジュ航空利用】
●4日間：2022年12/22～2023年3/31の毎日出発

旅行代金
カレンダー

上記参照

コースNo.／コース

（成田・名古屋・関空・福岡発）ユナイテッド航空利用コース P.5参照

（成田発）チェジュ航空利用コース ENCH4

部屋・眺望タイプ
（コースNo／ホテル）

航空会社
（コースNo／航空）

日
数

おとな・こども旅行代金  単位：万円  
〈2名1室利用／コネクティングルームは

4名2室利用〉

割引・追加代金  単位：円 
トリプル割引代金

（オンワードは3・4名1室）
お1人部屋追加代金

（相部屋不可）
A B C D E F G H 右記以外 12/28～

1/2発 右記以外 12/28～
1/2発

デュシタニ グアム リゾート（P.3参照）
デラックス

オーシャンフロント（XB）
コネクティングルーム（XG）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 19.70 21.50 25.30 28.30 30.40 32.40 *** *** -12,000 *** 81,000 ***

5 22.00 24.30 28.10 31.00 33.20 35.80 *** *** -16,000 *** 108,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 19.50 20.30 22.30 23.40 20.40 24.70 30.40 -12,000 -21,000 81,000 111,000 

プレミアオーシャン
フロント(XC)

コネクティングルーム（XH）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 20.50 22.20 26.10 29.10 31.20 33.10 *** *** -15,000 *** 87,000 ***

5 23.10 25.20 29.20 32.10 34.30 36.70 *** *** -20,000 *** 116,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 20.20 21.10 23.10 24.20 21.10 25.40 31.10 -15,000 -24,000 87,000 117,000 

ザ ツバキ タワー（P.4参照）
カメリアルーム

オーシャンフロント(VA)
コネクティングルーム（VB）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 19.60 21.30 25.70 28.60 30.70 34.80 *** *** -12,000 *** 84,000 ***

5 22.00 24.10 28.70 31.40 33.60 38.90 *** *** -16,000 *** 112,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 19.30 20.70 22.60 23.70 22.80 26.60 34.80 -12,000 -33,000 84,000 156,000 

カメリアルーム
10階以上オーシャンフロント(VC)
コネクティングルーム（VD）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 20.40 22.10 26.60 29.50 31.60 35.60 *** *** -15,000 *** 93,000 ***

5 23.10 25.10 29.90 32.60 34.80 40.00 *** *** -20,000 *** 124,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 20.10 21.60 23.50 24.60 23.60 27.40 35.60 -15,000 -36,000 93,000 162,000 

デュシット ビーチ リゾートグアム（P.4参照）

スーペリア(CR)
コネクティングルーム（CS）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 17.70 18.70 22.70 25.70 27.70 29.70 *** *** -6,000 *** 54,000 ***

5 19.30 20.60 24.60 27.60 29.60 31.90 *** *** -8,000 *** 72,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 16.70 17.70 19.70 20.70 17.70 21.70 26.70 -6,000 -9,000 54,000 69,000 

デラックス
オーシャンビュー（CT)
コネクティングルーム（CU）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 18.00 19.00 23.00 26.00 28.00 30.00 *** *** -6,000 *** 57,000 ***

5 19.70 21.00 25.00 28.00 30.00 32.30 *** *** -8,000 *** 76,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 17.00 18.00 20.00 21.00 18.00 22.00 27.00 -6,000 -12,000 57,000 72,000 

ハイアットリージェンシーグアム（P.4参照）
オーシャンビュー

(DC)
コネクティングルーム（DE）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 20.10 20.30 24.70 27.60 29.70 34.90 *** *** -12,000 *** 78,000 ***

5 22.80 22.80 27.40 30.20 32.40 39.20 *** *** -16,000 *** 104,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 18.30 19.70 21.60 22.70 22.90 27.50 35.80 -12,000 -36,000 78,000 165,000 

オンワードビーチリゾート（P.4参照）
ウイングオーシャン

フロント(HA）
コネクティングルーム（HL）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 16.60 17.90 22.20 26.40 27.60 29.00 *** *** -3,000 *** 51,000 ***

5 17.90 19.50 24.00 28.50 29.60 31.20 *** *** -4,000 *** 68,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 15.90 17.20 20.40 20.60 17.00 22.00 28.90 -3,000 -12,000 51,000 96,000 

PICグアム（P.4参照）
タワー指定なし

(KQ)
コネクティングルーム（KR）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 15.50 16.30 20.10 24.30 25.00 28.30 *** *** 0 *** 33,000 ***

5 16.40 17.40 21.10 25.70 26.00 30.40 *** *** 0 *** 44,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 14.30 15.10 18.30 18.00 16.30 21.60 26.00 0 -6,000 33,000 66,000 

ロイヤルタワー
デラックスルーム(KN)
コネクティングルーム（KP）

ユナイテッド航空
(UA5）

4 16.50 17.30 21.20 25.50 26.10 29.40 *** *** -3,000 *** 42,000 ***

5 17.70 18.70 22.50 27.20 27.40 31.90 *** *** -4,000 *** 56,000 ***

チェジュ航空(7C1) 4 *** 15.30 16.20 19.50 19.10 17.40 22.70 27.10 -3,000 -9,000 42,000 75,000 

燃油サーチャージを
含む（P.7参照）

各コースの旅行代金は、下記カレンダーと旅行代金表に記載されたアルファベットを照らし合わせてご確認ください。
設定日については、ユナイテッド航空利用コースはP.5、チェジュ航空利用コースは下記をご覧ください。

旅行代金カレンダー
2023年1月

日 月 火 水 木 金 土

G G G D D E E
C B B B B B B
B B B B B B B
B B B B B B B
B B B

1 642 3 75

8 13119 10 1412

15 201816 17 2119

22 23 282624 25

29

27

30 31

2022年12月
日 月 火 水 木 金 土

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ A A A
A A A A C C F
F F G G H H H

 2   31

4 975 6 108

11 161412 13 1715

18 19 242220 21

25

23

26 27 28 29 30 31

2月
日 月 火 水 木 金 土

C C C C
C C C C C C C
C C C C C C C
C C C D E C C
C C C

31 42

5 1086 7 119

12 171513 14 1816

19 20 252321 22

26

24

27 28

3月
日 月 火 水 木 金 土

C C C C
C C C C C C C
C C C C C C E
D D D D D D D
D D D D D D

31 42

5 1086 7 119

12 171513 14 1816

19 20 252321 22

26

24

27 28 29 30 31

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

こども代金  単位：円 おとな旅行代金と同額
ノーベッド
こども代金

●12/15～26、2023年1/4～3/31発：おとな旅行代金より30,000円引き
●12/27～2023年1/３発：おとな旅行代金より50,000円引き

幼児代金 ●ユナイテッド航空利用：28,000円　●チェジュ航空利用：12/22～26発、
2023年1/4～3/31発：19,000円、12/27～2023年1/３発：24,000円

別途、成田発着 ユナイテッド航空利用は約7,400円、
チェジュ航空利用は約6,300円、関空発着 約7,900円、
名古屋発着 約7,700円、福岡発着 約5,800円を販売店に
お支払いください。

空港税等について（裏表紙参照）

〈お部屋の眺望について〉●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。 ●オーシャンビュー：海が客室の窓側（ベランダは含まない）
から視界のかなりの部分を占めるお部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などによりその景観は一律ではありません。デュシットビーチの客室は、窓が海に対
して斜めに面しており、海は窓側正面ではなく斜めにご覧いただけます。

ユナイテッド航空のその他フライトパターンの旅行代金は上記のユナイテッド航空(UA5)と同代金となります（フライトパターンはP.5参照）

※青枠の期間はユナイテッド航空のみの設定となります

※赤枠の期間はチェジュ航空のみの設定となります
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ご案内とご注意 お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申し込み前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上お申し込みください。
なお、ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。

■お申し込みについて　〈記載内容について〉●当パンフレットの記載内容は2022年12月15日～2023
年3月31日出発まで有効です。なお、記載内容は変更になる場合がありますので、お申し込みの際は必ず販
売店でご確認ください。　〈旅行代金について〉●旅行代金は、特に記載のない限りエコノミークラス席（以
下「Yクラス席」）利用で、2人部屋をお2人でご利用いただく場合のお1人分の代金です。　●こども代金は、
旅行出発日を基準として2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。　●ノーベッドこども代金は、旅行
出発日を基準として2歳以上12歳未満のお子様で、航空座席をご利用になり、ホテルのベッドなどをご利用
にならないお子様に適用されます。　●幼児代金は、旅行出発日を基準として2歳未満のお子様で、航空座
席、食事、ホテルのベッドなどを専用ではご利用されない方に適用されます。航空座席を使用される場合は、
こども代金(ノーベッドこども代金）が適用となります。　●各種追加代金は、特に記載のない限りおとな・こ
ども同額となります。　〈お申し込みについて〉お申込時には、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。お客様が氏名を誤って報告された場合は、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になります。1文字違っていても本人とは見なされず、当日航空機の搭乗ができないこ
とがあります。なお、運送・宿泊機関の事情により、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。この場合には当社所定の取消料をいただきます。お客様交替の場合、お客様の交替手数料をいた
だきます。（幼児・こどもの氏名訂正の場合、同行者のおとなの方の取消料・交替手数料もいただく場合があ
ります）　●航空運送約款または航空会社の定めにより、日程上実際に利用できない複数の予約（重複予
約）をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。　●15歳未満の方のご
参加には、保護者の同行を条件とさせていただきます。　●18歳未満の方のみのご参加はお受けできませ
ん。　●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）、親の「渡航同意書（英語）」の持参が推奨されています。同意書は必ずしも入国時に提示
を求められるものではありません。同意書の持参についてはお客様ご自身で判断ください。　●20歳未満
の方のご参加には、親権者の同意書が必要です。　●18歳未満のみでの1室利用はお受けできません。　
●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必
要とする方は、その旨をご旅行お申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、
お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となりま
す。　●国・地域によって、日曜・祝祭日に観光施設・商店が閉まっていることが多いため、出発日を決められ
る際にご注意ください。なお、あらかじめ美術館や買い物など訪問希望個所が決まっている場合は、休館日・
休業日などの確認のためお申し込み時に必ず販売店にお申し出ください。　〈渡航手続きについて〉お持ち
のパスポート（旅券）が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、ならびにパスポート・ビザ（査証）の取得等は
お客様ご自身の責任で行っていただきます。　〈パスポート（旅券）・ビザ（査証）について〉日本国籍で当パ
ンフレット掲載コースに参加される方を対象として、2022年11月1日、当パンフレット作成日の時点の情報
をご案内します。日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所へお問い
合わせください。●パスポート（旅券）について　帰国日まで有効なパスポート（入国時に残存45日以上が望
ましい）が必要です（2022年11月1日現在）。　●ビザ（査証）について　査証は不要です。（2022年11月1
日現在）。また、45日以内の滞在でグアム-北マリアナ査証免除プログラム(GCVWP)の利用には機械読取
式旅券が必要です。また同プログラムを利用して入国するビザなし渡航者は、ESTAの事前申請は必要あり
ません。但し、今回のご旅行以前にESTAを申請した際に、ESTAの認証を拒否されたことがある場合は、査
証を取得しない限り航空機への搭乗や入国ができない場合がありますので、査証の要否についてご自身で
米国大使館へご確認ください。また、査証未取得に伴う旅行取消については、当社所定の取消料をいただき
ます。情報は2022年11月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので、必ず最新情報をご確認
ください。　●セキュア・フライト・プログラムについて米国運輸保安局の指示により、航空機の保安強化の
ため、お客様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。情報が入力されないと航空券の発券ができず、また情報に誤りがあると搭乗に支障をき
たしますので、お申し込み時に販売店へ正確な情報提供をお願いいたします。（2022年11月1日現在）

〈ご出発前のご案内について〉宿泊ホテルおよび利用航空会社などのスケジュールは､ご出発の2週間
～7日前（遅くとも前日まで）にお渡しする｢最終旅行日程表｣にてご確認ください。添乗員が同行しな
いコースの現地でのご連絡先は、最終旅行日程表にてご連絡いたします。　■交通機関・乗継について
　〈航空機での移動について〉●航空機発着時間は、2022年11月1日のスケジュールを基準としてい
ます。（2022年11月1日現在）　●日本発着時利用航空会社に明示した航空会社の利用区間は、特に
記載がない限り、日本発着の国際線往復（例：日本→グアムの最初の到着地とグアムの最終出発地→
日本）のみとなり、日本発着以外の区間（乗継便）の確約はありません。　●航空会社の都合により、発
着時間、便名、機材、乗継地、経由地が変更となる場合があります。　●マイレージに関しては、各航空
会社に直接お問い合わせください。　●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更、またホテル事情等
により、旅行日程、宿泊・訪問都市順序の変更、目的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更・削除な
どが発生する場合もあります。その場合、旅程保証の責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行
サービスが受けられますよう手配努力します。　●航空機の安全上の理由により、幼児をお連れのお
客様の座席が当日変更となる場合があります。　〈航空座席について〉●利用座席はエコノミークラス
席（呼称は航空会社により異なります。当パンフレットではYクラス席と表示します）となります。　●Yク
ラス席の窓側・通路側等のご希望はお受けできません。　〈手荷物について〉●機内に無料で預けられ
る手荷物の個数・重量・サイズの制限は航空会社により異なります。制限を超えると有料となる場合や
お預かりできない場合がありますので、各航空会社にお問い合わせください。　●サーフボード、ウィン
ドサーフィン、ゴルフバッグ、ダイビング器材、自転車等の大型手荷物は、航空会社により超過手荷物
料金が必要となる場合やお預かりできない場合があります。また、現地では空港～ホテル間の移動の
際に、別途運搬料が必要な場合があります。必ずご出発の15日前までに販売店へお申し出ください。
　〈航空便放棄に伴う請求について〉当パンフレット掲載コースの航空券は、往復利用が条件となって
います。お客様のご都合により往路または復路便に搭乗されなかった場合には、航空会社の運賃条件・
規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求させていただくことがあります。　〈現地での観光・送迎等に
ついて〉ルックJTB以外のお客様とご一緒に観光・送迎などをご案内させていただくことがあります。一
部のコースではホテル提供のバスまたはタクシー等も利用します。日程に含まれる観光・送迎をお客様
のご都合によりご参加いただかなかった場合、払い戻しはありません。　■現地係員について　全コー

ス添乗員は同行しません。現地係員は下記のようなご案内をします。現地係員は日本語を話しますが、
日本人とは限りません。空港～ホテルへご案内するドライバーガイドは日本語を十分に理解できない場
合があります。　【入国時のお出迎え（空港からホテルへ）】入国時にお出迎えをし、送迎車へご案内し
ます。送迎車に現地係員は同乗しません。　【出国（帰国）時のお見送り（ホテルから空港へ）】送迎車に
て空港へお送りします。空港にて搭乗手続きのお手伝い及び出国手続きカウンターへのご案内をしま
す。一部のコースではホテルの係員がご案内します。　■ホテル・お部屋について　〈ホテル情報につい
て〉●各ページに掲載のホテル情報は2022年11月1日現在のものとなり、予告なく変更となる場合が
ありますので、現地でご利用の際ご確認ください。　〈ホテルのチェックイン・チェックアウト・デポジット
について〉●国際電話やお部屋のミニバー利用など個人的な勘定の保証として、クレジットカードの提
示または現金での保証金を請求されることがあります。　〈改修工事について〉●パンフレットに掲載し
ているホテルは予告なく改修工事を行う場合があります。そのため、騒音が発生したり、施設の一部が
利用できない場合があります。改修工事等により主要施設がご利用できないことが判明した場合、販
売店よりご案内いたします。　〈ルックJTBのホテルグレード〉●ルックJTBでは、各種資料や現地支店
からの情報、長年の経験を通じて、ご参加いただいた数多くのお客様の評価と添乗員のレポートなどを
参考に、グレード区分を行い表示しております。また、年に一度の割合でホテルグレードの見直しをして
おります。　●グレードの高い順に、「L→A→B→C→D」となります。　●L～Dのホテルグレードは当該
地域内での評価となります。そのため、同グレードのホテルでも他の地域と設備・サービスが必ずしも同
等ではありません。　〈お部屋のベッドタイプについて〉各コースはいずれもレギュラールーム（2人用の
お部屋）が基本となります。【レギュラールーム】2人用のお部屋にはシングルベッドが2台の「ツインベッ
ドルーム」とキングまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類があります。
ルックJTBではできる限り「ツインベッドルーム」をご用意しますが、場合によって「ダブルベッドルーム」
に2台目のベッドとして簡易ベッド（エキストラベッドまたはソファーベッド）を入れてご利用いただくこと
があります。ただし、ハネムーナーやご夫婦等のカップルでご参加の際は、「ダブルベッドルーム」で大
型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。　〈お部屋タイプについて〉●コネクティングルーム
をお申し込みでない場合でも、コネクティングルームの中扉に鍵をかけ、通常のお部屋としてご利用い
ただく場合があります。　〈1名様で1部屋ご利用の場合〉●お1人または奇数人数でご参加の場合は、
他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人で利用される方は、お1人部屋追加代金が必要
となります。　●お1人で1部屋ご利用の場合、「レギュラールーム」コースでも、ダブルベッドルーム利
用になる場合があります。　〈3名様で1部屋ご利用の場合〉●2人部屋に簡易ベッド（エキストラベッド
またはソファベッド）を入れて3名様でご利用いただくため手狭となります。また、キングサイズまたはク
イーンサイズのベッド1台と簡易ベッド1台をご利用いただく場合があります。簡易ベッドの搬入やアメ
ニティのご用意は夜遅くなることがあります。　〈2部屋以上ご利用の場合〉●グループやご家族など
で2 部屋以上ご利用の場合、ホテル側の事情により、お隣りまたは同じ階のお部屋をご用意できない
場合があります。　〈客室面積について〉各ホテルページ記載の客室面積は特に記載がない限りバル
コニー部分を含まない表示です。同じお部屋・眺望タイプでも形や位置により広さが異なる場合があり
ます。ルックJTBでは使用する部屋タイプの標準値を記載しています。　〈「ルックJTBのおすすめポイ
ント」「ホテルからのうれしいお知らせ」について〉●「ルックJTBのおすすめポイント」「ホテルからのう
れしいお知らせ」のサービスは、掲載パンフレットのみの適用となります。　●お客様の都合によりご利
用にならなかった場合も払い戻しはできません。　●ホテルが行っているサービス・施設については情
報提供のみとなります。サービス・施設の詳しい内容やお申し込み、その他お問い合わせについては、現
地ホテルにてお願いします。●ホテル側の都合でサービス・施設内容・名称が予告なく変更になる場合
があります。現地にてご確認ください。　●ベッドをご利用にならないお子様は、特に記載がない限り、
ホテルのアメニティおよび「ルックJTBのおすすめポイント」「ホテルからのうれしいお知らせ」はご利用
できません。　●特に記載がない限り、2022年12月15日～2023年3月31日までにチェックインされ
るお客様が対象となります。ただし、幼児・ノーベッドこどもは除く。　■食事について　●旅行代金に
は、各日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれています。ただし、お客様が注文された飲
物・追加料理代はお客様負担となります。　●機内食は各日程表に明示した食事回数に含まれません。
　●利用予定のレストランが休業となった場合、ご利用日を変更してご案内したり、他の同等グレード
のレストランに変更となる場合があります。　■その他　〈喫煙について〉●法律によりすべてのホテ
ルの客室、公共スペース（レストラン、ショッピングセンター、ホテルロビー等）では禁煙が義務付けられ
ています。　●喫煙の際はホテルおよび現地訪問先にて必ずご確認ください。　〈飲酒について〉グア
ムでは法律により、21歳未満の方のアルコール飲料の購入および飲酒が禁止されています。　〈ポー
ターサービスについて〉原則的に空港およびホテルで荷物を運ぶポーターはおりませんので、お荷物は
ご自身でバスまたはお部屋までお運びいただくこととなります。　〈お買い物について〉植物等、日本へ
の持込みには検査証明書が必要な品物や、持込みが禁止されている品物もありますのでご注意くださ
い。　■追加手配について　お客様のご希望により、パンフレット記載以外のレストラン手配、チケット
手配等の追加手配をお受けします。この場合の旅行契約形態はお客様と販売店の手配旅行契約となり
ます。手配旅行契約にあたっては、販売店に所定の旅行業務取扱料金をお支払ください。　■燃油サー
チャージについて　●旅行代金に燃油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージは含まれてい
ます。燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の
返金はありません。※ 燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するため
に、一定の期間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券
料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅
行者全てに課せられます。

以下に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合、ルックＪＴＢ特約として定めた補償額をお支払いします。
旅行条件に特約を設定しています。

「旅程保証」と「本特約」をあわせてお支払いする場合の合算額は、一つの旅行契約につき、旅行代金に30％を乗じた額を上限とします。

1 本邦内と本邦外との間における指定した航空便の変更 片道につき
5.0%2 本邦内と本邦外との間における指定した航空便において『ルックJTBの並び席』の離れた席へ変更およ

び事前のお約束が可能なコースにおいて、お約束した窓側または通路側の選択が実施できなかった場合

【本特約に関するご注意】
●本特約は、機材変更の場合は適用しません。その他の適用条件および適用除外条
件は、旅行条件書24項「旅程保証」に準じます。
●旅行条件書24項「旅程保証」の「当社が変更補償金を支払う変更4」に掲げる運
送機関の会社名の変更と、本特約とは重複して適用しません。本特約を適用する場
合は、4に掲げる旅程保証の変更補償金は含まれるものとします。

旅行条件に特約を追加「ルックJTBのお約束」ルックJTB
特約

ルックJTB の並び席 ※航空会社が機内におけるソーシャルディスタンシング対応を実施している場合を除きます。

【対象】●特に記載のある場合を除き、当パンフレットに掲載したコースのエコノミークラス席の日本発着の国際線区間往復。　●同時予約された同
一予約受付番号のお客様※同一航空行程（同一搭乗日・同一航空便）に限ります。　●配列は指定できません。当日、予定の機材で運航する場合に限
ります。　●後述の『並び席をお約束できない場合』を除き、『ルックJTBの並び席』をご用意できない場合は、下記記載のルックJTB特約の2の対応をし
ます。　【エコノミークラス席の場合】●下記の2～4名の並び席の組み合わせでご用意します。3名以上の場合、必ずしも全員が横に並ぶとは限らず、
通路を挟んだり、縦並びとなる場合があります。　●通路を挟む場合、機材により座席の位置が前後にずれる場合があります。　●5名以上でご参加の
場合、2～4名の並び席の組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合があります。　●特に記載のあるコースを除き、通路側／窓側等のご希望
や座席番号の指定はお受けできません。
【並び席をお約束できない場合】●幼児ベッド（バシネット）や車椅子のご利用など、特別なご要望がある場合。　●航空座席を利用しない幼児が2名
以上いる場合、（酸素マスクの個数制限のため）同じ列に座ることはできません。　●お申し込み完了後に、参加人数の追加や一部取消があった場合。　
●機材変更が発生し、航空会社の都合により座席番号が変更された場合。　●往復便とも、指定の時刻までに指定の場所にお越しいただけなかった場
合、または、集合時刻の指定がなく、ご自身でチェックインいただく場合において、出発時刻の90分前までに搭乗手続きが行われなかった場合。

「ルックJTB の並び席」とは

2名： 通路を挟まない横並び
3・4名： 必ずしも全員が横並
びとはならず、通路を挟んだ
り縦並びとなる場合がありま
す。※3・4名で縦並びになる
場合、横に同行者のいない
方の座席は窓側または通路
側にご用意します。

路
通

3・3座席配列の例

■新型コロナ感染拡大防止に関する入国条件について
●新型コロナウイルス感染拡大防止の為、各渡航先の国および日本において、入国条
件、検疫、滞在中の義務などを設けている場合があります。詳しくは右記二次元コード
およびお申込み販売店へお問い合わせください。

マークの見方
a 飛行機 ■2 機内食 ■■5 食事なし

日数、航空会社、ホテル、食事、観光を
選んで作る旅です。あなたらしいスタイ
ルの旅をお楽しみください。現地到着
時・出発時は、係員がご案内します。

2歳以上12歳未満のお子様に
｢ノーベッドこども代金｣をご利
用いただけるコースです。

ノーベッド
こども
代 金

P.6

●シリーズマーク●マークの意味
●日程表中のマーク・食事マーク
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請求コード ： 8472951
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
点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第64号　日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11　〒140-8602

※「現地での手荷物の運搬料金」について　お申し込み時にお渡しする「旅行条件書（全文）」 
の第８項「旅行代金に含まれるもの」には（7）「現地での手荷物運搬料金」が記載されていま
すが、当パンフレットの商品には現地での手荷物運搬料金は旅行代金に含まれません。

■募集型企画旅行契約 
この旅行は株式会社JTB（東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長官登録 旅行業第64号。以下「当社」
といいます。）が企画・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。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お
渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業
約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期
当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、必要事項をお申し出のうえ下記の申
込金を添えてお申し込みください。なお、申込金の額は、原則として旅行代金の20％以内となります。
申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他の通
信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内にお申
し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結を
承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

■申込金

■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60日目にあたる日以降、21日前までの間
で当社が定める日に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消
料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお
申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行
代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申し込みを受け
る場合があります。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできる
カードの種類も受託旅行業者により異なります。）
●契約成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電

子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会
員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金
のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」としま
す。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社らは旅行代金か
ら取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻
します。）

お申し込みの際には、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえ
お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。ルックJTBご旅行条件（要約）

■旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は2022年11月1日を基準としています。又、この旅行代金は2022年11月1日現在の
有効なものとして公示されている運賃・規則、または、2022年11月1日現在認可申請中の航空運
賃・適用規則を基準として算出しています。

■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受け
ます。（お1人様）
注） 日程中に3泊以上のクルーズを含み（日本発着時に船舶を利用するコースを除く）、各コースページに

取消料を明示しているコースは、各コースページに明示している金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日 12/20〜1/7に開始する旅行 左記以外の日に
開始する旅行

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

旅行代金の10％
（10万円を上限） 無料

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14日目にあたる日
以降〜3日目にあたる日まで

旅行代金の20％

旅行開始日の前々日〜当日 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

■ 海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合
があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全
ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発まで
の間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内し
ますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全
ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。  
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール
等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」への
ご登録をお勧めします。

（受託販売） 旅行のご相談からお申し込みまで、皆様のお役に立つ当店をご利用ください。

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発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
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の２０％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の２０％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の２０％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の２０％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の２０％

●旅行代金には、空港税等は含まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時に徴収することを義務
付けられているもの、また、日本の各空港施設使用料等については、旅行代金と併せて日本円で販売店
へお支払いください（2022年11月1日現在の下記表参照）。　●各コースではおとなお１人分をご案内
しています。　●空港税等の新設または税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。
〈販売店にお支払いただく日本円換算額について〉●販売店にお支払いいただく日本円換算額は予約
が完了した日に確定させていただきます。日本円換算レートは、水〜土曜日に予約が完了した場合は直
近の月曜日午前中の終値、日〜火曜日に予約が完了した場合は１週間前の月曜午前中の終値（いずれも
三菱UFJ銀行売渡レート／月曜日が祝祭日にあたる場合は、毎週金曜日の午前中の終値）によります。そ
れ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。　●お申込み時に取消待ちとなった場合は、
予約完了となった日の換算レートにて日本円換算額を確定します。

■販売店にお支払いいただく空港税等一覧（日本：おとな、（　）内こども、幼児不要） （2022年11月1日現在）

空港税等について

国名 税の名称 対 象 税額／１回当たり 日本円目安額

日本

成田旅客サービス施設料 国際線出発（第1・2） 2,130（1,070）円 −
成田空港旅客サービス料 国際線出発（第3） 1,040（520）円 −
成田旅客保安サービス料 国際線出発 530（530）円 −

中部国際空港旅客サービス施設料 国際線出発 2,620（1,310）円 ー
中部国際旅客保安サービス料国際線出発 国際線出発 350（350）円 −

関西国際空港施設使用料 国際線出発 2,780（1,390）円 ー
関西国際空港旅客サービス使用料 国際線出発 320（320）円 ー
福岡国際空港旅客サービス使用料 国際線出発 980（490）円 ー

国際観光旅客税 国際線出発 1,000（1,000）円 ー

グアム

入国審査料 国際線到着 7.00USドル 1,030円
税関審査料 国際線到着 8.29USドル 1,220円

空港施設使用料 国際線出発 4.50USドル 660円
航空保安料 国際線搭乗 5.60USドル 820円

● 上記日本円換算目安額は2022年11月1日現在、三菱UFJ銀行売渡レートによります（10円未満は切
り上げ）。1USドル=約146円　

旅の目的にあわせて「私だけの旅」が作れる
ルックJTBダイナミックパッケージ
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