
◆最少催行人員：25名 ◆添乗員同行 ◆利用航空会社：ユナイテット航空
◆お申込み方法 ①当社指定の申込書に所定事項をご記入の上、お申込金（３０,０００円）を添えてお申込下さい。

②パスポート顔写真ページのコピーをご提出お願いいたします。
◆1名部屋をご希望されるお客様は、別途３６，０００円追加となります。
◆お取消についてお客様は、次に定める取消料（お 1 人様につき）をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除できます。

◆旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日前～31 日前 ◆30 日前～3 日前 ◆2 日前～当日 ◆解除・無連絡

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

～その他詳細は裏面をご覧ください～

国際旅行社はおかげさまで60 周年

↓↓必ずお読みください↓

◆大人お 1人様（２～３名１室ご利用）※空港諸税・燃油サーチャージ含む

【基本旅費】（サイパン慰霊祭のみご参加） ２４８，０００円

≪追加料金≫ ※テニアン日帰り訪問 ３５，０００円

日次 日 付 時 間 行 程 食事 宿泊地

１
日
目

6/1
(木)

12：00
14：00
16：30
21：25

那覇空港国内線ターミナル集合＝搭乗手続・荷物預け＝

那覇発 ⇒⇒≪ANA468 便≫⇒⇒羽田空港へ 【所要時間：2 時間 15 分】
羽田着、成田空港へ移動 ※空港内にて各自ご夕食おとりください
成田発 ⇒⇒≪ユナイテッド航空 825 便（UA825）≫⇒⇒サイパン 【所要時間：3 時間 35分】機内食

サイパン

２
日
目

6/2
(金)

01：50
07：00

サイパン着 ＝入国手続・荷物受取・税関＝ ～専用車にてホテルへ～
ホテルにて朝食(09：00まで)

～ 自由行動 ～
【観光オプション代のお支払いはホテル 1F 国際旅行社専用ツアーデスクにて対応致します】
◆現地の方々との夕食交流会（希望者のみ/料金別途）

朝食

サイパン

３
日
目

6/3
(土)

朝

午前

午後

夕刻

ホテルにて朝食 ～専用車にて空港へ～ ※テニアン参加されない場合は自由行動

●テニアンは希望者のみ（オプション）※最少催行人員 12 名

サイパン空港⇒⇒≪セスナ機≫⇒⇒テニアン空港 【所要時間：約 15 分】

テニアン空港到着

昼食休憩
※島内観光
専用車にてテニアン空港へ
テニアン空港⇒⇒≪セスナ機≫⇒⇒サイパン空港 【所要時間：約 15 分】
サイパン空港到着 ～専用車にてホテルへ～

朝食

サイパン

４
日
目

6/4
(日)

07：00

午後

ホテルにて朝食
～ 午前中自由行動 ～

貸切バスにておきなわの塔へ（マッピ岬）

おきなわの塔参拝後、貸切バスにてホテルへ（★慰霊祭終了後、自由行動)

朝食

サイパン

５
日
目

6/5
（月）

早朝
07：25
09：55

14：30
17：10

～専用車にて空港へ～ サイパン空港着 ＝搭乗手続・荷物預け・出国審査＝
サイパン発 ⇒⇒【ユナイテット航空 824 便（UA824）】⇒⇒ 成田へ【所要時間：3 時間 35分】
成田空港着 ＝入国審査・荷物受取・税関＝
羽田空港へ移動
羽田空港発 ⇒⇒【ANA477 便】⇒⇒那覇 【所要時間：2時間 55 分】
那覇空港着 ～おつかれさまでした～

機内食

≪地 名≫ ≪ホ テ ル 名≫ ≪現 地 連 絡 先≫

サイパン島 グランヴィリオリゾートサイパン（タガタワー） ＴＥＬ：６７０－２３４－６４９５

TEL：098-864-5931

FAX：098-861-5133
総合旅行業務取扱管理者：辺土名 朝裕

担当：大浜 政由

≪出発日≫ 6/1（木）

●テニアン『 沖縄の塔 』慰霊の塔にて参拝。各自焼香

●サイパン『 おきなわの塔 』慰霊の塔にて参拝。各自焼香



【基本情報（サイパン・テニアン）】
●国名：北マリアナ諸島
●サイパン島 面積：１１５.３９ｋ㎡ 人口：約５８,０００人
●テニアン島 面積：１０１.０１ｋ㎡ 人口：約 3,０００人
●最大都市：ガラパン地区（サイパン島）
●言語：英語、チャモロ語など
●宗教：カトリック教
●通貨：ＵＳドル（アメリカドル）
●時差：＋1時間（日本時間より 1時間進んでいます）
●気候：年間平均気温は約 27℃で、日中は 30℃前後です。
※サイパンは亜熱帯に属し、一年中季節も気温もほとんど
変化がありません。

●電圧：１１０～１２０ボルト
●プラグ：Ａタイプ（日本と同じタイプです）
※短い時間であれば、日本製品も使用可能ですが、ドライヤー等
をご利用の場合、変圧器のご準備をお勧めします。

【パスポート残存期間（有効期限）】

入国時 ４５日以上です。

既にパスポートお持ちのお客様は
今一度、残存期間ご確認ください。

Ｑ、旅行説明会はありますか?
【回答】説明会は行いません。

その為、出発日の約一か月前に説明資料を郵送いたします。

資料お読みになりご不明な点がございましたら、弊社へご気軽にお問い合わせください。

Ｑ、【オプション】代の支払いは？
【回答】オプション代につきましては、サイパンにてお支払いになります。（US ドル）

◆◇◆◇◆ お支払い別一覧表 ◆◇◆◇◆ 参照（下記）

Ｑ、両替はどこで行いますか?
【回答】オプション代、各自昼食・夕食代などの支払いに必要なＵＳﾄﾞﾙの両替は

沖縄ご出発前に各自にてご準備ください。（最寄の銀行又は民間の両替所など）

◆◇◆◇◆ お支払い別一覧表 ◆◇◆◇◆
≪項目≫ ≪料金≫ ≪お支払い窓口≫

① 【基本旅費】 2４８，０００円
◆国際旅行社

② 3 日目：テニアン島 日帰り訪問 参加旅費 ３５，０００円

③
2 日目：夕食交流会

【オプション】※希望者のみ（事前申込）

決まり次第

料金ご案内致します。

◆サイパン 宿泊先
グランヴィリオリゾートサイパン

1Ｆロビー内（国際旅行社専用ツアーデスク）

USﾄﾞﾙ（ｱﾒﾘｶﾄﾞﾙ）でお支払いになります。

※ＵＳﾄﾞﾙ（ｱﾒﾘｶﾄﾞﾙ）の両替は沖縄ご出発前

に各自にてご準備ください。

～最寄の銀行又は民間の両替所など～

●○● 海外旅行傷害保険ご加入（任意）のおすすめ ●○● ※弊社でも加入できます！！

当社は特別補償規定に定めるところにより、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って身体及び手荷物に被害を被られたときには、特別補償規定に定め

る金額の範囲内において傷害死亡補償金、入院見舞金、および手荷物に被られた一定の損

害について補償金を支払います。但し事故による傷害治療費用、病気による疾病（死亡・

治療費用、賠償責任、救援者費用等）には一切適用できません。

※より安心していただくためにも、お客様ご自身で十分な ”海外旅行保険(任意）”に

加入されることを強くお勧め致します。

旅行条件（要約）※詳しい旅行条件書と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので事前にご確認の上、お申込み下さい。

この旅行は、株式会社国際旅行社（以下「当社」という）と旅行に

参加されるお客様との間で、募集型企画旅行契約（以下「旅行契

約」という）を締結することになります。

●お申し込みから出発まで

①お申し込みについて

最寄の弊社営業所又は代理店にて当社所定の申込書に所定の事項を

記入し、申込金として下記の金額を添えてお申込みいただきます。

②お申込金・・・・・ 30,000 円

③旅行代金のお支払いについて

申し込み時点または契約成立時以降、ご出発の２１日前までに申込

み金を差し引いた残金をお支払いください。

●旅行代金について

この旅行は、2019 年 4 月 25 日現在の運賃・料金や諸税などを基

準として設定されております。今後、公共料金に変動がある場合、

お客様の都合で人員が変更になった場合は、旅費が変わる事があり

ます。

●添乗員：同行致します。

●旅行代金に含まれるもの

①日程に明記された区間の航空運賃（エコノミークラス）

②旅行日程に明記した宿泊(2 名または 3 名部屋)税及びサービス料金

③団体行動中の送迎又は移動の交通費

④旅程日程に明示した観光と付随する入場料

⑤添乗員諸経費

●旅行代金に含まれないもの

①自由行動中の飲食代金

②渡航手続きのための費用

③超過手荷物料金

④個人的諸経費（クリーニングﾞ代・電話代・ホテルのボーイ・メイ

ドに対するチップ）

⑤オプショナルツアー費用

⑥一人部屋追加代金、お一人様ご参加追加代金

⑦空港諸税･運輸機関の課す付加運賃･料金(航空保安料･燃油付加運賃

など)

●お取り消しについて

お客様の都合旅行を取り消される場合は、次に定める取消料をお

支払い頂くことにより、旅行契約を解除できます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当たる日

以降 31 日目にあたるまで(ピーク期のみ)・・・旅行代金の 10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日

以降 3 日前にあたるまで・・・・旅行代金の 20％

旅行開始日の前々日から旅行開始日まで・・・旅行代金の 50％

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合・・旅行代金の 100％

※ピーク期とは4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、

12 月 20 日～1 月 7 日までをいいます。

●免責事項について
旅行中、天災、不慮の災害、ストライキその他不可抗力の事由に

より生じた損害、盗難、詐欺、暴行、障害などの責任外の事故に

よる損害、又はお客様が法令もしくは公序良俗に反する行為を行

ったために生じた損害については責任を負いかねますのでご了承

ください。


