
(単位：円)

※運航スケジュールが変更、もしくは運休となる場合がございます。
※1　IJ651便・IJ652便は11/28〜12/1、12/5〜12/9の期間は運休となります。
※2　IJ655便・IJ656便は11/4〜12/25の期間の週末に運航致します。（⾦・⼟・⽇）　但し、12/9は機材繰りの為、運休となります。

出発予定
時間

（成田）

到着予定
時間

（関⻄）
曜⽇

10/30〜11/2、
11/7〜12/22、

1/10〜3/3

11/3〜11/6、
3/4〜3/17、
3/21〜3/24

12/23〜12/27、
3/18〜3/20 12/28〜1/9

IJ651※1
11:55 13:35 全日（下記以外） 追加なし 2,500 4,500 8,000

8,000

IJ655※2 17:30 19:10 11/4〜12/25
（⾦・⼟・日※12/9を除く） 追加なし 2,500 4,500 -

11:40 13:20 12/27、12/31、3/14、
3/21 - 2,500 4,500

12/23〜12/27、
3/18〜3/20 12/28〜1/9

IJ652※1

14:35 16:00 全日（下記以外） 追加なし 2,500 4,500 8,000

出発予定
時間

（関⻄）

到着予定
時間

（成田）
曜⽇

10/31〜11/2、
11/7〜12/22、

1/10〜3/3

11/3〜11/6、
3/4〜3/17、
3/21〜3/25

4,500 -

便名
（往路）

便名
（復路）

IJ656※2 19:50 21:15 11/4〜12/25
（⾦・⼟・日※12/9を除く） 追加なし 2,500

8,000

14:30 15:55 1/3 - - - 8,000

14:00 15:25 12/27、12/31、3/14、
3/21 - 2,500 4,500

第2

ターミナル

徒歩約15分

バスで約5分

第

三

タ

ー

ミ

ナ

ル

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

1日目

中間日

最終日

成田空港　⇒　関西国際空港　→　ホテル（各地）

終日フリータイム

ホテル（各地）→　関西国際空港　⇒　成田空港

★フライト割増表 ※下記スケジュールは8月現在のものとなります。※下記スケジュールは8月現在 10月以降の予定のものとなります。

※IJとはスプリングジャパン（春秋航空⽇本）の航空会社コードとなります。
※注意事項：座席を有しない2歳未満（搭乗時）のお客様がご同⾏の場合は、ご同⾏1名様片道当たり

1,800円の料⾦が別途に必要となります。 満2歳以上から通常料⾦となります。

その他ホテルは

裏面へ続く



1.1.1.1.日本空輸株式会社（以下、「当社」といいます。）及び下記の「取扱旅行会社」欄記載の ③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。にお客様の個人 ページ（http://www.jaw.co.jp）をご参照下さい。

受託旅行業者（以下、「取扱旅行会社」といいます。）は旅行申込みの際に提出された申 情報を利用させていただくことがございます。 3・3・3・3・当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の

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 2・2・2・2・当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名・住所・電話番号またはメー 個人データをお土産店に提供することがございます。この場合、お客様の氏名、パスポ

ほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービ ルアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当 ート番号及び搭乗される航空便名などに係る個人データをあらかじめ電子的方法などで

スの手配及びそれれのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていた 社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それ 送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の

だきます。 ぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案内や、ご購入いただいた商品の発送 停止を希望される場合は、当社のお問い合わせ窓口あてへ出発前までにお申し出くださ

※このほか、当社及び取扱い旅行会社では、①会社及び会社と提携する企業の商品や などのために、これを利用させていただくことがございます。なお、当社グループ企業の い。

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。 名称、プライバシーポリシー、及び個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホーム

●1　募集型企画旅行契約●1　募集型企画旅行契約●1　募集型企画旅行契約●1　募集型企画旅行契約 ●4　取消料●4　取消料●4　取消料●4　取消料 　①通信契約によりご旅行契約の締結をする際は、お申Ｉ込みに際し、「会員番号・カードの有効

　　この旅行は、日本空輸株式会社（以下「当社」という）が企画・募集する旅行であり、こ 　　旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対し 　期限」などを当社らにお申し出いただきます。

　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。 　ておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。 　②契約成立は、当社らが電話または郵便でご旅行契約締結の承諾通知を発信したとき(Eメール

　また、契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする行程案 　　尚、複数人数でご参加で一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1 　などの電子承諾通知を利用する場合には、その通知がお客様に到達した時）といたします。

　内書および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 　室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

●2　旅行のお申込み及び契約成立●2　旅行のお申込み及び契約成立●2　旅行のお申込み及び契約成立●2　旅行のお申込み及び契約成立 　③通信契約での「カード利用日」とは、旅行代金などのお支払いまたは払い戻し債務を

　1）所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込み下さい。申込金は、旅行 　履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日と

　　代金、取消料又は違約金の一部として取扱います。 　なります。

　2）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行 　※オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。 ●７　旅行条件・旅行代金の基準日●７　旅行条件・旅行代金の基準日●７　旅行条件・旅行代金の基準日●７　旅行条件・旅行代金の基準日

　契約の予約のお申込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行 　※当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホ 　　この旅行条件は、2016年8月1日を基準日としています。又、旅行代金は、2016年8月

　契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提 　テル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されま 　1日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。

　出していただきます。 　す。 ●8　その他　●8　その他　●8　その他　●8　その他　

●5　旅程保証●5　旅程保証●5　旅程保証●5　旅程保証 　1）お客様のご都合による行程変更は出来ません。

　　当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定の率を 　2）こども料金は、特に注釈がない場合は、2才以上12才未満のお子様に適用となります。

　乗じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書（全文）で 　　  　

　3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとい 　ご確認下さい。 　3）旅館ホテルにおいて、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として

　たします。 ●6　通信契約●6　通信契約●6　通信契約●6　通信契約 　　  消費税が課せられます。

●3　旅行代金のお支払い●3　旅行代金のお支払い●3　旅行代金のお支払い●3　旅行代金のお支払い 　　当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）の 　　旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。　旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。　旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。　旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。

　　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21日前までにお支払いい 　カード会員（以下「会員」といいます。）より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代

　ただきます。21日前以降にお申込みされた場合は申込み時に全額お支払いいただきま 　金などのお支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にご旅行のお申 　お申込みの際には「国内募集型企画旅行　旅行条件書（全文）」をお渡しいたしますので事前にご確認の上、

　す。 　し込みを受ける場合がございます。 　お申込み下さい。

　

●ツアーのお申込み・お問い合わせは・・・

旅行代金の４０％旅行代金の４０％旅行代金の４０％旅行代金の４０％ 旅行代金の50％旅行代金の50％旅行代金の50％旅行代金の50％

個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて

日本空輸㈱国内募集型企画旅行 旅行条件書（要旨）日本空輸㈱国内募集型企画旅行 旅行条件書（要旨）日本空輸㈱国内募集型企画旅行 旅行条件書（要旨）日本空輸㈱国内募集型企画旅行 旅行条件書（要旨）
お申込みいただく前にお読み下さい。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始日の 旅行開始日の

旅行開始後の解除

21日前まで 20日～8日前まで20日～8日前まで20日～8日前まで20日～8日前まで 7日～2日前まで7日～2日前まで7日～2日前まで7日～2日前まで 前　日 当　日

以　上

旅行代金の100％旅行代金の100％旅行代金の100％旅行代金の100％

旅行代金 3万円 3万円以上 6万円以上 10万円以上 15万円

（おひとり様） 未　満 6万円未満 10万円未満 15万円未満

無料 旅行代金の20％旅行代金の20％旅行代金の20％旅行代金の20％ 旅行代金の30％旅行代金の30％旅行代金の30％旅行代金の30％

旅行企画・実施旅行企画・実施旅行企画・実施旅行企画・実施 受 託 販 売受 託 販 売受 託 販 売受 託 販 売

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。担当者からの説明に不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

お申込金 6.000円 12.000円 20.000円 30.000円 旅行代金の20％旅行代金の20％旅行代金の20％旅行代金の20％

休業

代表⾞種 デミオ 1300cc 等 アクセラ1500cc 等
B:アクセラ 2000cc 等
WS:プレマシー1800cc等

アテンザ 2000cc 等 ビアンテ 約2000cc 等

以降1⽇あたり 5,600 6,600 9,400 9,900 13,200

28,500

2泊3⽇ 16,600 21,500 28,600 30,700 41,600

1泊2⽇ 11,100 14,900 19,300 20,800

定員 5名 5名 B:5名 WS:7名 5名 8名

当⽇返却 5,600 8,300 9,900 11,000 15,300

クラス Sクラス Aクラス B・WSクラス HCクラス WAクラス
単位:円


