悠久の歴史を刻むマルタ共和国
スケッチ旅行

スリーマからヴァレッタを一望

旅行期間：2016年4月25日
（月）
〜5月2日（月）8日間
旅行費用：279,000円（諸税別）
☆ツアーポイント☆
◇マルタ国際花火大会開催予定《4月30日》 ◇聖ヨハネ騎士団パレード見学《5月1日》
◇世界遺産＜ヴァレッタ旧市街地＞＜ジュガンティーヤ神殿＞
◇全食事付 ◇添乗員同行 ◇ゴゾ島2泊・マルタ島3泊 ◇スケッチタイムをご用意
◇スリーマではスケッチに最適なホテルをご用意 ◇6名催行決定

マルタ国際花火大会

写真提供：

ヴァレッタ旧市街地

聖ヨハネ騎士団パレード

マルタ観光局 www.viewingmalta.com

「悠久の歴史を刻むマルタ共和国スケッチ旅行」申 込 書

きりとり線
（FAXまたはコピーの上、
ご送付下さい）

ふりがな

●お名前
●電話番号

●FAX番号

●ご住所

世界 の古 都を描く会

旅行企画・

日 月日

都市

時間

1 4/25

成田国際空港

夜

交通機関

スケジュール宿泊/食事

航空機 成田国際空港発
〔機内泊〕− − 機

（月）

2

4/26

ドバイ国際空港
（火） マルタ国際空港
ゴゾ島

3 4/27

ゴゾ島

（水）

4 4/28

ゴゾ島

（木）

マルタ島

5 4/29

マルタ島

（金）

6 4/30

マルタ島

（土）

7

5/1

マルタ島

（日）

マルタ国際空港
ドバイ国際空港

ドバイ乗り継ぎ、
マルタへ
午後 専用車 到着後、
専用車にてご案内
フェリー ゴゾ島へ
専用車 ホテルへご案内
〔ゴゾ島泊〕機 − 夕
終日 専用車 ゴゾ島終日スケッチタイム
ジュガンティーヤ神殿、アズールウィ
ンドウ、
タ・ピーヌ教会など
〔ゴゾ島泊〕朝 昼 夕
午前 専用車 ゴゾ島スケッチタイム
フェリー マルタ島へ
午後 専用車 途中ポパイビレッジ立ち寄り(外観）
スリーマへ
〔スリーマ泊〕朝 昼 夕
終日 徒歩 終日スケッチタイム
ヴァレッタ市街地など
〔スリーマ泊〕朝 昼 夕
午前 専用車 古都イムディーナ
半日スケッチタイム
午後 専用車 マルタ最大の漁村マルサシュロックへ
半日スケッチタイム
※マルタ国際花火大会開催予定
〔スリーマ泊〕朝 昼 夕
午前 専用車 インガーディア見学
※騎士団の軍事演習の再現
開始予定 午前11：00 〜 約40分
見学後、
空港へ
午後 航空機 マルタ発
ドバイ乗り継ぎ、
帰国の途へ

悠久の歴史を刻むマルタ共和国
スケッチ旅行 8日間
☆

参

加

募

集

要

項

☆

●旅行期間：2016年4月25日
（月）〜5月2日
（月）
●旅行代金：279,000円
（2名1室利用のお1人様あたり料金）
※燃油サーチャージ・現地空港税・成田空港使用
料は別途必要です
（2016年1月6日現在 24,410円）
●１人部屋追加代金：28,000円
●最少催行人員：6名
●利用予定航空会社：エミレーツ航空又はター
キッシュエアライン（エコノミークラス）
●利用予定ホテル（下記または同等クラス）
ゴゾ島：ホテルカリプソ
マルタ島：フォルティナホテル
●食事：朝5回、昼5回、夕5回
※昼食はお弁当を予定してます
●添乗員：同行致します
●出発地：東京
【旅行代金に含まれないもの】
●海外旅行損害保険（任意）
●現地空港税、燃油サーチャージ、成田空港
使用料（2016年1月6日現在 24,410円）
●チップ
●日本語ガイド（個人的依頼による観光）
●入場料（日程表記載以外の施設）

〔機内泊〕朝 昼 機

8

5/2
（月）

成田国際空港

夕方

成田国際空港着
お疲れさまでした！

※上記日程は2016年1月6日現在の状況に基づき作成しております。
現地の事情等により変更となる
場合がございますので予めご了承ください。
※上記はエミレーツ航空を利用したスケジュールになります。
ターキッシュエアラインズを利用した
場合の乗継地はトルコ・イスタンブールになります。
●当社は、
旅行申込みの際に提出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、
お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等
（主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表
に記載されています）
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。
この他、当社では、
（1）
会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーンのご案内
（2）
旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
（3）
アンケートの提供
（4）
統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

ころばぬ先の杖、海外で万一の場合の為、海外旅行傷害保険加入をお薦め致します。盗難やおもわぬ事故にあったりする事が
意外に多いのです。是非ご加入下さいます様にご案内申し上げます。
■募集型企画旅行：契約この旅行は株式会社ワールドビュウ（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お
客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することとなります。旅行契約の内容・
条件はパンフレット、旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）及び募集型企画旅行約
款によります。
■旅行契約の申込み：当社指定の旅行申込書に所定事項をご記入の上、申込金を添えてお申込下さい。申込
金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取扱います。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込金を
受理した時に成立します。郵便またはFAX、E-mailでのお申し込みの場合は、当社がお客様との旅行契約を
承諾する通知を出したときに成立いたします。旅行代金はご出発の21日前までにお支払い下さい。
■旅行代金に含まれるもの：
（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、
鉄道等利用交通機関の運賃・料金（運送機関の課す付加運賃・料金を含まない） （2）送迎、移動時のバス
等の代金 （3）観光・視察に係る金（バス、ガイド、入場料など） （4）宿泊及び税・サービス料金（2名1部屋を
基準とします） （5）食事料金及び税・サービス料金
■旅行代金に含まれないもの：
（1）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証代・渡航手続代行料金等）（2）
国内のご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費 （3）日本国内の空港施設使用料 （4）超過手荷物料金
（特定の重量・容積・個数を超えるもの） （5）
クリーニング、電話、ボーイ・メイドへのチップ、その他追加飲
食等の個人的費用 （6）傷害・疾病に関する医療費等 （7）国外の出国税・空港税等 （8）
「オプショナルツ
アー」等と呼称し、現地にて他社等が希望者のみを募って実施する小旅行 （9）運送機関の課す付加運賃・

料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一
律に課されるものに限る） （10）その他募集広告内で「○○料金」と称したもの
旅行契約の解除の日
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3日目にあたる日
まで
旅行開始日の前々日以降
旅行開始後及び無連絡不参加

取消料
旅行代金の 10％
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

注）
ピーク時とは4／27〜5／6、
7／20〜8／31、12／20〜1／7までをいいます
注）
上記表でいう
「旅行契約の解除日」
とはお客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申出頂いた時を基準とします。

■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、旅行代金に一定の率を乗じた変更補
償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細旅行条件書でお確かめ下さい。
■旅行条件の基準日：この旅行条件書は2016年1月6日現在を基準としています。旅行代金は、2016年1月6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。
※この旅行条件書は抜粋であり、その他詳細につきましては、別途お渡しする旅行条件及び当社募集型企画
旅行契約によります。

観光庁長官登録旅行業779号
（社）
日本旅行業協会正会員

旅行募集・実施

TEL：03-3230-2351
東京都千代田区神田神保町2-4 印章会館1Ｆ
：03-3230-0722
営業時間（月〜金）9：00〜18：00 （土）9：00〜15：00（日・祝日休み） FAX

E-mail：info@world-view.co.jp
h t t p : / / w w w. w o r l d - v i e w. c o . j p
総合旅行業務取扱管理者 渡辺 峰久

