
  

１１９，０００円 （おひとり様） 

２０１９年 
１０月２５日（金）～２８日 

ご旅行内容 

◼ 旅行期間：２０１９年１０月２５日（金）～１０月２８日（月） 
◼ 訪問先：中国 北京 
◼ 旅行代金：おひとり様 １１９，０００円（１０名様の場合） 

＊旅行代金に含まれるもの＊ 
日程表に明示した往復航空賃金・国内交通費・現地交通費・食事代・海外/国内空港税（３，１１０円） 
国際観光旅客税（１，０００円） 
＊旅行代金に含まれないもの＊ 
燃油サーチャージ（９，８８０円）・航空手続き費用・海外旅行損害保険・個人的性質の費用 

◼ 最少催行人員：１０名様（最大２０名様まで） 
◼ 添乗員：同行いたしません。 
◼ 食事：朝食３回・昼食２回・夕食３回（機内食除く） 
◼ 利用航空便：中国東方航空（MU）エコノミークラス 
◼ ご利用ホテル：JINGLUN HOTEL（２名１室利用） 

交通：北京首都国際空空港（BEIJING CAPITAL INT’L AIRPORT:PEK）から３０KM、タクシー４０分 ２００元。 
鉄道：北京駅から５KM、タクシー２０分 ２０元。地下鉄 永安里駅から０.２KM、徒歩３分。 
住所：中国北京市朝陽区建国門外大街３号 
ポイント：北京の CBDに位置する高級ホテルです。建国門外大街に面しており、国際貿易センターや地下鉄駅は徒歩圏内です。館内には中国各地の名
物料理と中国風しゃぶしゃぶが味わえる「桃李」をはじめ、レストランも充実。北京の粗暴な家庭料理が揃う「四合院」、新鮮素材を使った鉄板焼きの
「御苑」もおすすめです。地下１階には、室内プールとフィットネスセンター、マッサージ室、サウナといった施設が揃っており、長期滞在にも利用
できます。 

申込締切日：２０１９年９月６日（金） 
日程表    

月日
(曜) 

地  名 
現地時
刻 

交通機関 行  程 （予定・宿泊地） 食 事 

2019年 

 
10/25 
（金） 

 

岡山空港発 
上海浦東国際空港着 
上海浦東国際空港発 

北京首都国際空港着 

 

09:10 
10:30 
12:45 

15:10 
18:00 

 

MU528 
 

MU564 

専用バス 

岡山空港 07：00集合 

空路、上海へ 
 
空路、北京へ 

到着後、専用バスにてホテルまでご案内いたします。 
夕食：上海料理 

（Jinglun Hotel泊） 

朝： － 
 
昼：機 内 

 
夕： 〇 

10/26

（土） 

北京/北京郊外  
午 前 

 
 
 

午 後 
 
 

 
16:00 

 

18:30 

専用バス ホテルにて朝食 
世界遺産 八達嶺長城入場 

 紀元前 7世紀から 2千年に渡り、約 6000km造られた長城の現存する部分を散策 
します。 

昼食：北京料理 

下車し、北京を代表する繁華街の一つ王府井散策 
故宮の東側に位置する繁華街で南北 500mほどの通りを歩行者天国として整備。 
高い知名度により、地方からの団体客や外国人観光客で日々賑わっています。 

 
楊雪コンサート鑑賞 
 

夕食：全聚徳本店（北京ダック） 
（Jinglun Hotel泊） 

朝：ホテル 
 

 
 
 

 
昼： 〇 
 

 
 
 

 
夕： 〇  

10/27

（日） 

北京/北京郊外  

午 前 
 

午 後 

 

専用バス 
 

ホテルにて朝食 

西太后が愛した清朝の離宮 世界遺産 頤和園入場 
昼食：四川料理 
清朝の皇城であった 世界遺産 故宮博物館へ入場し、毛沢東の肖像画が見守る天安

門広場そしてショッピングへ下車しご案内いたします。 
 
夕食：広東料理 

（Jinglun Hotel泊） 

朝：ホテル 

 
昼： ○ 
 

夕： 〇  

10/28 
（月） 

 

 
北京首都国際空港発 
上海浦東国際空港着 

上海浦東国際空港発 
岡山空港着 

06:30 

07:00 
10:40 
13:00 

17:35 
20:40 

 

専用バス 
MU563 

 

MU527 

ホテルにて朝食 

専用バスにて空港までご案内いたします。 
空路、上海へ 
※上海空港で利用可能なミールクーポン（おひとり様 80元分）をご用意します。 

空路、岡山へ 

朝：ホテル 
 

昼：機 内 
 
夕： －  

 
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜 

4:00    6:00   8:00    12:00   16:00   18:00   23:00   4:00 
※お願い：このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございますので、お手数でも現地で出発時間をご確認ください。 
※ご利用予定航空会社：ＭＵ(中国東方航空)  



 

 

 

 
 

■募集型企画旅行契約 
この旅行は、㈱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）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 
当社所定の申込書に必要事項を記入しご提出ください。その後、申込金 50,000 円以上をお支払いいただいた時点で契約成立となります。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。 

■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 60 日目に当たる日以降、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、当社が発行する又は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。 

■旅券の有効残存期限・査証について：入国時 6 ヶ月以上が望ましい 

■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、次の金額を取消料として申し受けます。 

取消日区分 申込金（おひとり） 

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％ 

■旅行代金に含まれるもの（いずれも旅行日程に明示されたものに限る） 
●航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、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 

及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。］を含みません。また、特に記載がない限りエコノミークラスを基準とします） 

●送迎バス等の料金 ●観光の料金（交通費・ガイド料金・入場料） ●食事の料金及び税・サービス料金 ●航空機による手荷物の運搬料金  

●海外/国内空港税（3,110 円）●国際観光旅客税（1,000 円）これらの費用はお客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 

■旅行代金に含まれないもの： 
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 

 ●旅程表以外に行動される場合の費用 ●個人的性格の諸費用（電話代、クリーニング代、追加飲食費等） ●旅券印紙代、証紙代（11,000 円） 

●超過手荷物料金 ●旅行傷害保険料（任意）●運輸機関の課す付加運賃・料金 ●その他：燃油サーチャージ（9,880 円）・渡航手続き費用 

■特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な

外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

■「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。 

■旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2019 年 7 月 1 日を基準としています。又、この旅行代金は 2019 年 7 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、2019 年 7 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。 

その他：（1）旅行代金は特に記載のない限りおひとり分を表示しています。（2）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしませ 

ん。（3）当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入さ

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。この場合、当社らは、お客様の交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿

泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、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。 

●個人情報の取扱について 

当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等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ほか、お客様がお申し込みいただいた旅行

において運送・宿泊機関等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に手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 

●渡航先（国、または地域）によって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あります。海外渡航関連情報は、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。（TE:03-3580-3311 FAX サービス：0570-023300）（URL： http://www.anzen.mofa.go.jp） 

●渡航先（国、または地域）の衛生情況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」ホームページでご確認ください。（URL：http://www.forth.go.jp/） 

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。極力お客様にその旨ご案内いたしますが、都合により案内できない場合に備えまして、ご出発に際

しお客様ご自身で海外安全ホームページをご確認いただけますようお勧めいたします。また、旅行日程・滞在先・連絡先など登録すると滞在先の最新の危機情報や緊急時の連絡メー

ルを受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabiregi/」へのご登録をお勧めいたします。 

                 

※より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難などに備えて、海外旅行傷害保険に必ずご加入されることをおすすめします。 

ご旅行条件（要約）  

イメージ 

イメージ 

＜お申し込み・お問い合わせ先＞ 
株式会社 JTB 岡山支店 
〒700-0822 
岡山県岡山市北区表町 1-7-36 
ＴＥＬ：086-232-7278 
ＦＡＸ：086-223-7759 
営業時間：月～金/9：30～17：30（土・日・祝日 休業） 
総合旅行業務取扱管理者：松田 敏弘 
担当：周藤 紘子 
 
※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

の取引責任者です。ご旅行の契約に不明な点がございましたら、遠慮

なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。 

 
＜旅行企画・実施＞ 

株式会社 JTB 岡山支店 

岡山県岡山市北区表町 1-7-36 
観光庁長官登録旅行業第 64 号 
一般社団法人日本旅行業協会正会員 

承認番号：2019‐1337 

http://www.forth.go.jp/

