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【旅行条件

旅行条件旅行条件

旅行条件】

】】

】■最少催行人数：1名様

■エスコート：添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内いたします。

■利用航空会社：フィリピン航空利用 （エコノミークラス）

■利用ホテル：旅行代金表参照ください

■食事条件：4日間：朝3回 5日間：朝4回※（機内食は除く） 最終日の朝

食はBOX手配となる場合がございます。

【

【【

【注意事項

注意事項注意事項

注意事項】

】】

】

※左記フライトスケジュールは2016年6月現在の予定時間です。確定時刻

は最終日程表にてご確認下さい。 ※当コースはパスポートの必要残存日

数は入国時滞在日数以上となります。

おひとり様でのご参加の場合、１人部屋追加代金の他に

１人参加代金￥10,000が必要となります。

延泊はお受けできません。

直行便の設定はございません。

＊添い寝の子供代金はお問い合わせください＊

＊添い寝の子供代金はお問い合わせください＊＊添い寝の子供代金はお問い合わせください＊

＊添い寝の子供代金はお問い合わせください＊
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PHPNCM63
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PHPNCM64

---- 96,000 68,000

PHPNWS63

135,000 ---- ----

スタンダード

コードホテル お部屋タイプ

燃油サーチャージ含む

燃油サーチャージ含む燃油サーチャージ含む

燃油サーチャージ含む

１人部屋追加代金(1泊あたり）

3,500

出発日

セブ・マリン・ビーチ

9:35中部発(PR437便)

12:45マニラ着。着後、乗継

14:30マニラ発(PR1859便)

15:45セブ島着

着後、現地係員がホテルへご案内いたします

-  -  -

終日：フリータイム

朝  -  -

朝：係員が空港へご案内いたします

11:00セブ島発(PR1850便)

12:15マニラ着。着後、乗継

13:50マニラ発(PR438便)

18:55中部着

朝  -  -

スケジュール　　　　　　　　　

スケジュール　　　　　　　　　スケジュール　　　　　　　　　

スケジュール　　　　　　　　　

　宿泊地 / 食事条件

　宿泊地 / 食事条件　宿泊地 / 食事条件

　宿泊地 / 食事条件
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！フィリピン

フィリピンフィリピン

フィリピン航空利用

航空利用航空利用

航空利用セブ

セブセブ

セブ島4/5日間

島4/5日間島4/5日間

島4/5日間（

（（

（大人

大人大人

大人２

２２

２名

名名

名１

１１

１室利用/大人

室利用/大人室利用/大人

室利用/大人おひとり

おひとりおひとり

おひとり様

様様

様）　

）　）　

）　単位

単位単位

単位：

：：

：円

円円

円　

　　

　

8/11(4日間) 8/13(5日間) 8/15(5日間)

PHPNCM63

125,000 ---- ----

PHPNCM64

---- 96,000 68,000

PHPNWS63

135,000 ---- ----

PHPNWS64

---- 108,000 81,000

PHPNBE63

139,000 ---- ----

PHPNBE64

---- 114,000 87,000

PHPNCT63

142,000 ---- ----

PHPNCT64

---- 118,000 91,000

PHPNCT65

146,000 ---- ----

PHPNCT66

---- 123,000 96,000

現地空港諸税

中部空港施設利用料（日本払い） 2,510円（大人・子供同額）

14,000円

スタンダード

コード

大人旅行代金より一律　10,000円引き

大人:2,570円　子供：1,290円

幼児代金(0～1歳/座席・ベッド・食事なし)

子供代金（2-11際/座席&ベッドあり）

ビーリゾート

ビーチック

スーペリア

デラックス

セブ・ホワイト・サンズ

ホテル お部屋タイプ

燃油サーチャージ含む

燃油サーチャージ含む燃油サーチャージ含む

燃油サーチャージ含む

１人部屋追加代金(1泊あたり）

8,000

9,000

3,500

デラックス・プールサイド

10,000

コスタベラ・トロピカル・ビーチ

出発日

6,500

セブ・マリン・ビーチ

■特別補償

■特別補償■特別補償

■特別補償

当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）の特別補償規定によりお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な

外来の事故により被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の保証金及び見舞金を支払いますが、障

害、疾病治療費については補償いたしません。

取消料（おひとり）

賠償債務者が外国の運輸・宿泊機関等の場合充分な補償が得られないこともありますので、お客様自身で海外

旅行障害保険に加入されることをおすすめいたします。

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

　●旅のご案内とご注意

　●旅のご案内とご注意　●旅のご案内とご注意

　●旅のご案内とご注意（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)

（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)

（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)

（受託販売）

　　　　　●お申し込み、お問い合わせは･･･

（観光庁長官登録旅行業第1637号）　（社）日本旅行業協会会員

販売店専用 

販売店専用 販売店専用 

販売店専用 TEL 052-262-7011

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に関するする責任者です。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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行開始日の前々日以降出発日当日の旅行開始まで

旅行開始後の解除又は無連絡不参加

■募集型企画旅行契約

■募集型企画旅行契約■募集型企画旅行契約

■募集型企画旅行契約

(1)このご旅行は、（株)プレイガイドツアー（以下「当社」といいます。）があらかじめ、旅行の目的地および日

程、お客様が提供を受けることのできる運航又は宿泊のサービスの内容、並びにお客様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、これを実行する旅行をいいます。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を締結することになります。

(2)ご旅行契約の内容は、当社がお渡しするパンフレット、ご旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面（最終

日程表）および当社の旅行条件約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

■旅行のお申し込み

■旅行のお申し込み■旅行のお申し込み

■旅行のお申し込み

当社所定のご旅行お伺い書（申込書）に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。

■お申し込み金（おひとり様）

●旅行代金が15万円以上20万円未満･･･40,000円

●旅行代金が20万円以上25万円未満･･･50,000円

●旅行代金が25万円以上30万円未満･･･60,000円

●旅行代金が30万円以上･･･旅行代金の20％以上旅行代金まで

旅行契約は当社が契約締結を承諾し申込金を受理した時に成立するものといたします。

■旅行代金に含まれるもの

■旅行代金に含まれるもの■旅行代金に含まれるもの

■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

(1)航空運賃（エコノミークラス）利用交通機関の運賃、送迎バス等の料金、観光料金、宿泊料金(2人部屋にお2

人様利用）、食事料金

(2)お1人様スーツケース等1個に手荷物の運搬料金（お1人様20kg以内ですが、運送機関によって異なりますの

で詳しくは係員におたずねください。）

(3)添乗員経費（コースにより同行しない場合があります。）

(4)団体行動中の心付、税金サービス料。

■旅行代金に含まれないもの（その一部を例示します。）

■旅行代金に含まれないもの（その一部を例示します。）■旅行代金に含まれないもの（その一部を例示します。）

■旅行代金に含まれないもの（その一部を例示します。）

超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料、障害・

疾病に関する医療費、渡航手続き諸費用（旅券印紙代、予防接種料金、渡航手続取扱料金、査証代金）、お1

人部屋を使用する場合の追加代金、希望者のみ参加するオプショ ナルツアー費用、日本国内外の空港施設

使用料。旅行日程中の日本国外の空港税・出国税およびこれに類する諸税。

■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース）

■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース）■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース）

■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース）

お申込の後、お客様のご都合にて旅行を取り消しされる場合には旅行代金に対しておひとりにつき次の取消料をい

ただきます。

＜特別航空運賃を適用するコース＞

※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

■旅行内容・旅行代金の変更

■旅行内容・旅行代金の変更■旅行内容・旅行代金の変更

■旅行内容・旅行代金の変更

天変地変、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・料金の大

幅な改定により、旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。なお、お客様のお申し出により旅行内容の変更が

ある場合は別途所要経費を頂きます。又、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合

で利用人員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。

■当社の責任

■当社の責任■当社の責任

■当社の責任

(1)当社は当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、損害を賠償します。

(2)当社は次に例示する事由では責任を負うものではありません。

●天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故・火災、遅延・不通による旅行内容の変更・短縮又は中止

●官公署の命令、伝染病、食虫毒など

■海外危険情報・衛星情報について

■海外危険情報・衛星情報について■海外危険情報・衛星情報について

■海外危険情報・衛星情報について

●渡航先の国・地域によっては、現地の法令、習慣により、日本とは違った行動規則がある場合があります。日本では些細なことでも国によって厳罰される

こともありますので、現地係員の案内、指示にご注意ください。

●旅券は旅行中の身分を証明する大切なものです。お客様ご自身の責任で管理いただくようお願いします。当社、または当社の係員、添乗員は理由なくお

客様の旅券をお預かりすることはできません。

●海外では日本国内に比べ盗難事故等が多い為、所持する現金は最小限にしてクレジットカード、トラベラーズチェックの利用をお勧めいたします。

●海外では病気、けがをした場合、かなりの治療費がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実

情です。お客様ご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。

◎海外権情報について

◎海外権情報について◎海外権情報について

◎海外権情報について

●渡航先の国または地域により外務省が「海外危険情報」を出す場合があります。詳しくはお申し込み旅行会社にご確認ください。また、インターネットでもご

確認いただけます。現地の治安及び病気の情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。（TEL: 03-5501-8162 受付:外務省の閉庁

日を除く。<9:00～17:00>)

[FAX（電話）サービス:0570-023300]　●渡航先の衛生情報については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご連絡ください。(2016年1月現在の

情報をもとに掲載しています。）

外務省海外安全ホームページ　　http://www.anzen.mofa.go.jp/  厚生労働省検疫感染症情報　http://www.forth.go.jp

■時間帯の目安

■時間帯の目安■時間帯の目安

■時間帯の目安

■記載内容について

■記載内容について■記載内容について

■記載内容について

●当パンフレットについて記載内容は2016年1月を基準にしております。ただし旅行代金、スケジュール及びその他の料金記載内容が予告なしに変更される

場合がありますので、お申し込みの際は必ず当社担当者までご確認ください。

●宿泊ホテル及び利用航空便等のスケジュール内容については、出発日10日前～7日前（遅くとも前日までに）お渡しする確定書面、「最終旅行日程表」に

てご確認ください。

旅行企画・実施

株式会社プレイガイドツアー

旅行条件書（要旨）　

旅行条件書（要旨）　旅行条件書（要旨）　

旅行条件書（要旨）　
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充分にお読みください。

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充分にお読みください。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充分にお読みください。

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充分にお読みください。

旅行契約の解除期日

旅行開始日がピーク時の旅行であって、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

■お客様の責任

■お客様の責任■お客様の責任

■お客様の責任

旅行開始後において、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、現地において速

やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出てください。その場でお申し出が

なく、後日お申しでいただいても対処できない場合がございます。

■個人情報の取り扱い

■個人情報の取り扱い■個人情報の取り扱い

■個人情報の取り扱い

(1)収穫目的：当社は、ご旅行お伺い書（申込書）等に記載いただいたお客様の個人情報を旅行契約及び旅行手

続き、旅行に関するお客様への資料送付のためにお預かりいたします。

(2)提供：当社は、旅行手続きのために航空会社・ホテル等にお客様の個人情報を提供させていただきます。

(3)開示及び訂正、削除：当社は、お預かりしている個人情報をお客様のご本人のお申し出によりその内容を開

示させていただきます。また、内容の訂正及び削除のお申し出があった場合は、速やかにこれに応じます。なお、

開示・訂正・削除についてのお申し出は、当社担当営業員もしくは個人情報管理事務所までお申し出くださいます

ようお願いいたします。

(4)当社個人情報保護規定：当社の個人情報保護規定はホームページ http://www.playguidetour.co.jp/ に掲載さ

せていただきます。

■旅程保証

■旅程保証■旅程保証

■旅程保証

旅行日程に重要な変更があった場合は、その内容に応じて旅行代金お15％を限度として変更補償金を支払いま

す。対象となる変更の内容及び変更補償金の額は、当社旅行条件書によります。

●このご旅行条件書は、2016年1月を基準としております。また、旅行代金は、2016年1月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。

早朝 朝 午前 午後 深夜夜夕刻

04:00 06：00

08:00 12:00 16:00

23:00

18:00

04:00

早朝 朝 午前 午後 深夜夜夕刻

04:00 06：00

08:00 12:00 16:00

23:00

18:00

04:00

9:35中部発(PR437便)

12:45マニラ着。着後、乗継

14:30マニラ発(PR1859便)

15:45セブ島着

着後、現地係員がホテルへご案内いたします

-  -  -

終日：フリータイム

朝  -  -

朝：係員が空港へご案内いたします

11:00セブ島発(PR1850便)

12:15マニラ着。着後、乗継

13:50マニラ発(PR438便)

18:55中部着

朝  -  -

スケジュール　　　　　　　　　

スケジュール　　　　　　　　　スケジュール　　　　　　　　　

スケジュール　　　　　　　　　

　宿泊地 / 食事条件

　宿泊地 / 食事条件　宿泊地 / 食事条件

　宿泊地 / 食事条件
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3
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【セブ島泊】

【セブ島泊】

日程

日程日程

日程

1

2

｜

4

4

■

■■

■祝日

祝日祝日

祝日「

「「

「山

山山

山の

のの

の日

日日

日」

」」

」制定記念

制定記念制定記念

制定記念SALE

SALESALE

SALE！

！！

！フィリピン

フィリピンフィリピン

フィリピン航空利用

航空利用航空利用

航空利用セブ

セブセブ

セブ島4/5日間

島4/5日間島4/5日間

島4/5日間（

（（

（大人

大人大人

大人２

２２

２名

名名

名１

１１

１室利用/大人

室利用/大人室利用/大人

室利用/大人おひとり

おひとりおひとり

おひとり様

様様

様）　

）　）　

）　単位

単位単位

単位：

：：

：円

円円

円　

　　

　

8/11(4日間) 8/13(5日間) 8/15(5日間)

PHPNCM63

125,000 ---- ----

PHPNCM64

---- 96,000 68,000

PHPNWS63

135,000 ---- ----

PHPNWS64

---- 108,000 81,000

PHPNBE63

139,000 ---- ----

PHPNBE64

---- 114,000 87,000

PHPNCT63

142,000 ---- ----

PHPNCT64

---- 118,000 91,000

PHPNCT65

146,000 ---- ----

PHPNCT66

---- 123,000 96,000

現地空港諸税

中部空港施設利用料（日本払い） 2,510円（大人・子供同額）

14,000円

スタンダード

コード

大人旅行代金より一律　10,000円引き

大人:2,570円　子供：1,290円

幼児代金(0～1歳/座席・ベッド・食事なし)

子供代金（2-11際/座席&ベッドあり）

ビーリゾート

ビーチック

スーペリア

デラックス

セブ・ホワイト・サンズ

ホテル お部屋タイプ

燃油サーチャージ含む

燃油サーチャージ含む燃油サーチャージ含む

燃油サーチャージ含む

１人部屋追加代金(1泊あたり）

8,000

9,000

3,500

デラックス・プールサイド

10,000

コスタベラ・トロピカル・ビーチ

出発日

6,500

セブ・マリン・ビーチ

■特別補償

■特別補償■特別補償

■特別補償

当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）の特別補償規定によりお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な

外来の事故により被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の保証金及び見舞金を支払いますが、障

害、疾病治療費については補償いたしません。

取消料（おひとり）

賠償債務者が外国の運輸・宿泊機関等の場合充分な補償が得られないこともありますので、お客様自身で海外

旅行障害保険に加入されることをおすすめいたします。

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

　●旅のご案内とご注意

　●旅のご案内とご注意　●旅のご案内とご注意

　●旅のご案内とご注意（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)

（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)

（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)

（受託販売）

　　　　　●お申し込み、お問い合わせは･･･

（観光庁長官登録旅行業第1637号）　（社）日本旅行業協会会員

販売店専用 

販売店専用 販売店専用 

販売店専用 TEL 052-262-7011

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に関するする責任者です。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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行開始日の前々日以降出発日当日の旅行開始まで

旅行開始後の解除又は無連絡不参加

■募集型企画旅行契約

■募集型企画旅行契約■募集型企画旅行契約

■募集型企画旅行契約

(1)このご旅行は、（株)プレイガイドツアー（以下「当社」といいます。）があらかじめ、旅行の目的地および日

程、お客様が提供を受けることのできる運航又は宿泊のサービスの内容、並びにお客様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、これを実行する旅行をいいます。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を締結することになります。

(2)ご旅行契約の内容は、当社がお渡しするパンフレット、ご旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面（最終

日程表）および当社の旅行条件約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

■旅行のお申し込み

■旅行のお申し込み■旅行のお申し込み

■旅行のお申し込み

当社所定のご旅行お伺い書（申込書）に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。

■お申し込み金（おひとり様）

●旅行代金が15万円以上20万円未満･･･40,000円

●旅行代金が20万円以上25万円未満･･･50,000円

●旅行代金が25万円以上30万円未満･･･60,000円

●旅行代金が30万円以上･･･旅行代金の20％以上旅行代金まで

旅行契約は当社が契約締結を承諾し申込金を受理した時に成立するものといたします。

■旅行代金に含まれるもの

■旅行代金に含まれるもの■旅行代金に含まれるもの

■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

(1)航空運賃（エコノミークラス）利用交通機関の運賃、送迎バス等の料金、観光料金、宿泊料金(2人部屋にお2

人様利用）、食事料金

(2)お1人様スーツケース等1個に手荷物の運搬料金（お1人様20kg以内ですが、運送機関によって異なりますの

で詳しくは係員におたずねください。）

(3)添乗員経費（コースにより同行しない場合があります。）

(4)団体行動中の心付、税金サービス料。

■旅行代金に含まれないもの（その一部を例示します。）

■旅行代金に含まれないもの（その一部を例示します。）■旅行代金に含まれないもの（その一部を例示します。）

■旅行代金に含まれないもの（その一部を例示します。）

超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料、障害・

疾病に関する医療費、渡航手続き諸費用（旅券印紙代、予防接種料金、渡航手続取扱料金、査証代金）、お1

人部屋を使用する場合の追加代金、希望者のみ参加するオプショ ナルツアー費用、日本国内外の空港施設

使用料。旅行日程中の日本国外の空港税・出国税およびこれに類する諸税。

■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース）

■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース）■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース）

■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース）

お申込の後、お客様のご都合にて旅行を取り消しされる場合には旅行代金に対しておひとりにつき次の取消料をい

ただきます。

＜特別航空運賃を適用するコース＞

※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

■旅行内容・旅行代金の変更

■旅行内容・旅行代金の変更■旅行内容・旅行代金の変更

■旅行内容・旅行代金の変更

天変地変、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・料金の大

幅な改定により、旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。なお、お客様のお申し出により旅行内容の変更が

ある場合は別途所要経費を頂きます。又、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合

で利用人員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。

■当社の責任

■当社の責任■当社の責任

■当社の責任

(1)当社は当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、損害を賠償します。

(2)当社は次に例示する事由では責任を負うものではありません。

●天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故・火災、遅延・不通による旅行内容の変更・短縮又は中止

●官公署の命令、伝染病、食虫毒など

■海外危険情報・衛星情報について

■海外危険情報・衛星情報について■海外危険情報・衛星情報について

■海外危険情報・衛星情報について

●渡航先の国・地域によっては、現地の法令、習慣により、日本とは違った行動規則がある場合があります。日本では些細なことでも国によって厳罰される

こともありますので、現地係員の案内、指示にご注意ください。

●旅券は旅行中の身分を証明する大切なものです。お客様ご自身の責任で管理いただくようお願いします。当社、または当社の係員、添乗員は理由なくお

客様の旅券をお預かりすることはできません。

●海外では日本国内に比べ盗難事故等が多い為、所持する現金は最小限にしてクレジットカード、トラベラーズチェックの利用をお勧めいたします。

●海外では病気、けがをした場合、かなりの治療費がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実

情です。お客様ご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。

◎海外権情報について

◎海外権情報について◎海外権情報について

◎海外権情報について

●渡航先の国または地域により外務省が「海外危険情報」を出す場合があります。詳しくはお申し込み旅行会社にご確認ください。また、インターネットでもご

確認いただけます。現地の治安及び病気の情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。（TEL: 03-5501-8162 受付:外務省の閉庁

日を除く。<9:00～17:00>)

[FAX（電話）サービス:0570-023300]　●渡航先の衛生情報については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご連絡ください。(2016年1月現在の

情報をもとに掲載しています。）

外務省海外安全ホームページ　　http://www.anzen.mofa.go.jp/  厚生労働省検疫感染症情報　http://www.forth.go.jp

■時間帯の目安

■時間帯の目安■時間帯の目安

■時間帯の目安

■記載内容について

■記載内容について■記載内容について

■記載内容について

●当パンフレットについて記載内容は2016年1月を基準にしております。ただし旅行代金、スケジュール及びその他の料金記載内容が予告なしに変更される

場合がありますので、お申し込みの際は必ず当社担当者までご確認ください。

●宿泊ホテル及び利用航空便等のスケジュール内容については、出発日10日前～7日前（遅くとも前日までに）お渡しする確定書面、「最終旅行日程表」に

てご確認ください。

旅行企画・実施

株式会社プレイガイドツアー

旅行条件書（要旨）　

旅行条件書（要旨）　旅行条件書（要旨）　

旅行条件書（要旨）　
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充分にお読みください。

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充分にお読みください。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充分にお読みください。

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充分にお読みください。

旅行契約の解除期日

旅行開始日がピーク時の旅行であって、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

■お客様の責任

■お客様の責任■お客様の責任

■お客様の責任

旅行開始後において、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、現地において速

やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出てください。その場でお申し出が

なく、後日お申しでいただいても対処できない場合がございます。

■個人情報の取り扱い

■個人情報の取り扱い■個人情報の取り扱い

■個人情報の取り扱い

(1)収穫目的：当社は、ご旅行お伺い書（申込書）等に記載いただいたお客様の個人情報を旅行契約及び旅行手

続き、旅行に関するお客様への資料送付のためにお預かりいたします。

(2)提供：当社は、旅行手続きのために航空会社・ホテル等にお客様の個人情報を提供させていただきます。

(3)開示及び訂正、削除：当社は、お預かりしている個人情報をお客様のご本人のお申し出によりその内容を開

示させていただきます。また、内容の訂正及び削除のお申し出があった場合は、速やかにこれに応じます。なお、

開示・訂正・削除についてのお申し出は、当社担当営業員もしくは個人情報管理事務所までお申し出くださいます

ようお願いいたします。

(4)当社個人情報保護規定：当社の個人情報保護規定はホームページ http://www.playguidetour.co.jp/ に掲載さ

せていただきます。

■旅程保証

■旅程保証■旅程保証

■旅程保証

旅行日程に重要な変更があった場合は、その内容に応じて旅行代金お15％を限度として変更補償金を支払いま

す。対象となる変更の内容及び変更補償金の額は、当社旅行条件書によります。

●このご旅行条件書は、2016年1月を基準としております。また、旅行代金は、2016年1月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。

早朝 朝 午前 午後 深夜夜夕刻

04:00 06：00

08:00 12:00 16:00

23:00

18:00

04:00

早朝 朝 午前 午後 深夜夜夕刻

04:00 06：00

08:00 12:00 16:00

23:00

18:00

04:00

9:35中部発(PR437便)

12:45マニラ着。着後、乗継

14:30マニラ発(PR1859便)

15:45セブ島着

着後、現地係員がホテルへご案内いたします

-  -  -

終日：フリータイム

朝  -  -

朝：係員が空港へご案内いたします

11:00セブ島発(PR1850便)

12:15マニラ着。着後、乗継

13:50マニラ発(PR438便)

18:55中部着

朝  -  -
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スケジュール　　　　　　　　　スケジュール　　　　　　　　　
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　宿泊地 / 食事条件　宿泊地 / 食事条件
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mizutani
タイプライターテキスト
株式会社トラベルプロインターナショナル

mizutani
タイプライターテキスト

mizutani
タイプライターテキスト
愛知県知事登録旅行業第3-1226号

mizutani
タイプライターテキスト
社団法人 日本旅行業協会 正会員

mizutani
タイプライターテキスト
☎ 052-950-5900  Fax 052-951-6700

mizutani
タイプライターテキスト
〒460-0003名古屋市中区錦3-14-14 夢現錦ビル10F

mizutani
タイプライターテキスト
総合旅行業務取扱管理者　　山田　浩貴




