
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 各地   羽田（14：00発）   パリ   ホテル（21：00着）    パリ泊 

② 

（08：00 発）パリ   地下鉄を利用してパリ市内観光①（17：00 着） 

午前 ◎「モナリザ」や「ミロのヴィーナス」で有名なルーブル美術館 

午後 ◎「モネの睡蓮」で有名なオランジュリー美術館 

◎絢爛豪華なオペラ座（バレエなどの催し物がある場合は外観となります） 

◎老舗デパート・ギャラリーラファイエットで自由行動 

◎凱旋門（希望者は徒歩にて最上部のテラスへ） 

◎シャンゼリゼで散策＆北海料理の夕食            パリ泊 

③ 

（08：00 発）パリ   （2等車）レンヌ （路線）  モンサンミッシェル（13：00 着） 

大潮の季節の時間とともに変化するモンサンミッシェルの姿は圧巻です。 

午後 ◎「西洋の驚異」と呼ばれる修道院を訪れます。 

昼食はオムレツ、夕食は子羊料理とリンゴ酒という名物を楽しみます。 

夜  ◎堤防からライトアップされた夜のモンサンミッシェルを楽しみます。 

20：20、翌朝の 08：44 に満潮時間。迫力の潮の流れと島のように見え 

る姿を楽しみます。   モンサンミッシェル島内ホテル泊 

④ 

（10：30 発）モンサンミッシェル （路線）  レンヌ   （2等車）パリ   ヴェルサイユ 

午後 ◎華麗なるヴェルサイユ宮殿を訪れます（日本語ガイドシステム利用）。 
 
ヴェルサイユ   パリ（18：30 着）            パリ泊 

⑤ 

（08：00発）パリ   地下鉄を利用してパリ市内観光②（21：30着） 

午前 ◎エッフェル塔（最上階）、◎セーヌ河クルーズ、 

午後 ◎「落ち穂拾い」など近代美術の殿堂・オルセー美術館 

◎ノートルダム寺院、◎サントシャペル教会、◎コンシェルジュリー 

夕方 ◎サクレクール寺院とモンマルトルの芸術の丘の雰囲気を楽しみます。 

夜   ◎モンマルトルの有名な地元のレストランで夕食をお楽しみ頂きます。 

☆19世紀半ばからパリに唯一残るシャンソニエでのプロのシャンソンに 

ご案内(ｵﾌﾟｼｮﾝ：35ユーロ＋交通費:実費）(23：30着)  パリ泊 

⑥ 
（10：00 発）パリ・ホテル   パリ（13：35 発） 

機中泊 

⑦ 成田（08：20 着）   各地 

 

 

世 界 探 訪 

 

 

 
 

 
 

 

 
①ミルフォードトラックの山小屋（ロッジ）は設備充実！ 
３コースメニューの夕食、快適なシングルサイズのベッドと暖かい寝具、清潔なトイレ、洗
面所やシャワー、洗濯・乾燥室。快適にお過ごし頂ける設備が揃っています。 

②世界一美しい散歩道はマウントクックリリーも例年満開の季節！ 
羊もルピナスも人が持ち込んだ人工的なものです。3泊 4日で歩く「世界一美しい散歩 
道・ミルフォードトラック」をお花も満開の季節に歩いて本来の自然の姿を満喫します。 

③特権！ミルフォードサウンドに宿泊し、観光客だらけのクルーズも回避！ 
美しいフィヨルドで有名なミルフォードサウンドでは完歩者のためのロッジに宿泊。朝夕の
静かな世界遺産フィヨルドクルーズをお楽しみ頂けるのも完歩者だけの特権です。 

④ミルフォードトラック 25回目の達人ガイド同行（兼添乗員） 
⑤ニュージーランド最高峰マウントクック峰・展望ハイキングとテカポ湖観光 

 

●別途、燃油サーチャージ＆現地空港税

成田空港施設使用料  

●受託販売● 

 

●旅行企画・実施 

神戸新聞興産株式会社 

神戸新聞旅行社 
 
観光庁長官登録旅行業第 1084号 日本旅行業協会正会員 
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1丁目 5-7 
        神戸情報文化ビル(カルメニ)2Ｆ 

総合旅行業取扱管理者/山田  陽介 

 

個人情報の取扱いについて ご旅行条件(要旨) 詳細は別途お渡しする旅行条件書(全文)を必ずお読みください。 

この旅行は、神戸新聞興産株式会社（以下当社と呼びます）が企
画・実施する旅行であり、参加されるお客様は各社と募集型企画旅
行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結されることになりま
す。旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、別途お渡
しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款によります。  
●旅行の申込み及びお支払いについて 
当社指定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、おひとり様につ
き下記のお申込金を添えてお申込みください。 

区   分 申込金（おひとり様） 
旅行代金が３０万円以上 ５０,０００円 

旅行代金が１５万円以上３０万円未満 ３０,０００円 
旅行代金が１５万円未満 ２０,０００円 

 
各社は電話等の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを
受け付けます。この場合、予約の時点では予約は確定しておらず
各社が予約の承認の旨を通知した日から３日以内に、各社に申
込書と申込金を提出していただきます。この期間内に提出されな
いときは、予約はなかったものとして取り扱います。また、旅行代
金は旅行開始の前日から起算してさかのぼって２１日目に当たる
日より前にお支払いいただきます。 

●取消料 
お申込みののち、お客様の都合によりお取消しになる場合、おひとり様につき次の取消
料を申し受けます。※本邦出国時又は帰国時に貸切航空機（チャーター便）を利用する
コースの場合は別条件となります。 
※各社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も下記取消料
をいただきます。 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり様） 
(1)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 

4/27～5/6、7/20
～8/31、12/20～
1/7 に旅行開始す
る旅行 

左記以外の日
に旅行開始す
る旅行 

旅行代金の１０％ 
（５万円を上限） 

無料 

(2)旅行開始日の前日より起算して
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％ 

(3)旅行開始日の前々日～当日の
旅行開始前 

旅行代金の５０％ 

(④)旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の１００％   
※旅行開始日は当日の午前０時となります。 
 

（1）神戸新聞興産株式会社（以下、当社と呼びます）、及びパンフレットの「販売店」欄記載の受託旅行

業業者（以下「販売店」といいます。）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客

様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させ

ていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。 

（2） 当社及び販売店が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。 

（3） 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の

事業者に提供することがあります。この場合、お名前、搭乗航空便名、パスポート番号等に係る個

人データを、電子的方法等で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

データの提供の停止を希望される場合は、お申し込みの際にお申し出ください。 

 
  
お買い物に 
ついての 
ご注意 

●お買い物に際しましては、お客様ご自身の責任でご購入ください。●各社では、商品の交
換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認及びレ
シートの受け取り等は必ずお客様ご自身で行ってください。●免税払い戻しの手続きは、その
手続きをお土産店・空港等でご確認のうえ、ご購入品を必ずお手元にご用意いただき、お客
様ご自身で行ってください。●ワシントン条約や国内諸法令により日本への持ち込みが禁止
されている品物がありますので、購入にはご注意願います。 

 海外旅行 
傷害保険 

加入のお勧め 

旅行契約約款特別保証規定により、各社はお客様が被られた損害については一定の範囲で

補償させていただきますが、ご旅行をより安心できるものにするために、海外旅行傷害保険

に加入されることをおすすめします。 

 

●基準日 このご旅行は 2018年 7月 1日を基準としております。また、旅行代金は 2018年 7月 1日現在有効な運賃・適用規則を基準として算出しております。 
 

 

 
①驚くほど温暖な 1月のアイスランド 平均最低気温-3℃ 
オーロラ＝極寒 というイメージを覆し、子供からご年配の方ま
で安心してオーロラ鑑賞を楽しめます。さらに氷河上や美しい

山を背景にしたオーロラ鑑賞会はアイスランドならでは。 
②氷河に作られたアイスケイブなど昼間の観光も充実 
オーロラだけではなく、昼間はアイスケイブや世界遺産などを楽

しみます。オーロラだけではない旅の楽しみができます。 

 
①乾季の風景も雨季の風景も楽しめる 3月のウユニ塩湖 
一度の旅で真っ白な「塩砂漠」が乾季の風景と、真っ青な空や
白い雲、夜には南半球の星空が反射する「天空の鏡」で有名

な雨季の風景のウユニ塩湖を一度に楽しめる時期です。 
②写真好きな方のためにウユニ塩湖の塩のホテルに 3連泊 
天候に左右されやすいウユニ塩湖。だからこそ泰山時間に余

裕を見てなんと 3連泊して風景と写真撮影を楽しみます。 

  

 

 

世界探訪説明会 
 

8 月 31 日（金） 要予約  
①13：30～14：20  

パリ街歩き＆モンサンミッシェル、ニュージーランド 
 
②14：30～16：00  

ネパール、ギアナ高地、南極クルーズ 

静岡駅ビル パルシェ 7 階 C 会議室 
ご予約はＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

 

●別途、燃油サーチャージ
成田空港施設使用料 、現地空港税  

  
①元パリ在住の今長谷と訪れる「パリの街歩き」 

パリの街は観光地を専用車（ツアーバス）で訪れるような通り一遍の観光よりも、歩くことで美し
い街角やパリに住む人々の姿など本当のパリがより見えてきます。元パリ在住 3 年の今長谷の
案内で、地下鉄などを利用してパリの人になった気分で街を歩きましょう。 
ツアーバスからでは見えない風景が待っています。 
 

②全て入場観光 エッフェル塔も最上階へ 
ツアーでありがちな車窓や下車して写真のみ、あるいは駆け足観光ではなく、全て入場して 
十分な時間をかけて観光。凱旋門やエッフェル塔も最上階からパリの風景を楽しみます。 
 

③地元のレストランで美食満喫＆シャンソンの夜 
折角パリに来ても毎晩ホテルのツアー食では美食の国・フランスに来た甲斐がありません。 
地元のレストランでお好きなものをご注文いただくアラカルトでパリの味をご賞味ください。 
観光客用ではない歴史あるプロのシャンソンが聴けるお店にもご案内（ご希望の方のみ）。 
 

④美術館満喫 ルーブルは朝一で「モナリザ」独占 
ルーブル・オルセー・オランジュリーの三大美術館も時間をかけて楽しみます。イヤフォンガイドを
付けて有名な絵だけを次々に通り過ぎるような鑑賞ではなく、見逃せない絵を一緒に見た後は
自由鑑賞時間も確保。さらにルーブル美術館では朝一入場により、まだ観光客が殺到する前
の名画モナリザを楽しめるのはこの旅ならではの特徴です。 
 

⑤大潮の季節 思い描いた姿のモンサンミッシェル 
モンサンミッシェルと言えば海に浮かぶ風景を期待しがちですが、実際は干潟に囲まれた姿だ
けでがっかりということが殆ど。あのイメージ通りの姿を見るには大潮の季節に長い時間滞在す
ることが必要です。今回は干満が激しい大潮の季節に、しかもモンサンミッシェル島内のホテル
に宿泊して刻々と移り変わる絶景を楽しみます。特にライトアップされた圧巻の夜の姿をホテル
からすぐの場所で見る事ができるのは優越感満点です。 
 

⑥新幹線ＴＧＶ利用、パリでは 4星ホテルに連泊 
パリ～モンサンミッシェルは往復新幹線利用、狭いホテルが多いパリでは 4星ホテルに連泊！ 

 

 

追加設定！！ 

2018年には 14回だけの 

大きな大潮の日に訪れる！ 

朝  

朝 昼 夕 

朝 昼 機 

機 

機 

朝 昼 夕 

朝 昼 夕 

 

世界探訪・説明会 
「世界探訪」・・・少人数、余裕の日程、ベストシーズン、一般のツアーで
は訪れない、とっておきの場所へのご案内など一味違う内容が自慢のツ
アーシリーズです。この世界探訪のツアー説明会を開催いたします。  

2018 年 8月 31日（金） 13：30～16：00 要予約 
静岡駅ビル パルシェ 7階 C 会議室  
詳しくは裏面をご参照ください 

ご予約はＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

静新ＳＢＳグループ 
株式会社ＳＢＳプロモーション 旅行部 〒422-8061 静岡市駿河区森下町 1-35 静岡ＭＹタワー10 階  

ＦＡＸ 054-289-2400 

ＪＡＴＡ正会員 観光庁長官登録旅行業１１４１号  総合旅行業務取扱管理者 染谷 剛 
 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責任者です。この旅行契約に
関して ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①国内初企画！南太平洋の 3 カ国周遊 
②美しい海 真っ青なバヌアツ・ブルーケイブへ 
③特権！大迫力の活火山・ヤスール 長時間滞在 

世界で最も火口に近づける活火山。それがバヌアツ・ヤスール火山。火口淵に登れ
ば・・・わが目を疑うような風景が待っています。耳をつんざくような爆音、大きな噴石
と溶岩が上空まで吹き上げられる様子は決して目にしたことがないものです。今回は
他の旅行客が立ち去った後の闇が深くなる時間まで特別に滞在を許可されています
ので、真っ赤な溶岩が花火のように飛び散る姿をたっぷりとお楽しみ頂けます。 

④豊かなパプアニューギニアの自然と独特の文化。ソロモン諸島の太平洋戦争の戦跡 

   

 

 

 

 パルカ

◎クルーズ中のトリプル、ツインは相部屋が基本です（同性の方との相部屋希望のお一人参加も承ります）。 
●ご予約にはツアー時に有効なパスポートの番号と生年月日が必要。お申込金は 125万円です。 

お申込金はお申し込みと同時にご請求、ご入金の確認をもって旅行契約の成立となります。 
●フライ＆クルーズ旅行に適用される取消条件が適用となります（海外クルーズ旅行保険の加入をお勧めします）。 
取消日（旅行開始日前日起算）  121日前まで/取消料：無料 

120～91日前/取消料：25％、90日～前日/取消料：50％、当日以降＆無連絡・不参加/取消料：100％ 
●遠隔地のため怪我や病気で緊急搬送が必要となった場合、高額の費用が発生します。 
治療・救援費用が 3000万円以上の海外旅行保険加入が参加条件（クレジットカード付帯保険は非該当）。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

●別途、燃油サーチャージ
成田空港施設使用料 、現地空港税  

●最少催行人員 ８名 ●個室使用追加料金 92,000円  
●空港間のリムジンバス代は各自 ●食事 朝６食 昼２食、夕４食 
●利用航空会社 ニューギニア航空、バヌアツ航空、ソロモン航空、カンタス航空 
●添乗員   
●利用ホテル

 

 

 

 

 

 

利用ホテル
 

 

①世界最大の滝・エンジェルフォール（979ｍ）  滝上に立つ日本発では唯一の旅！！ 
世界最大の滝・エンジェルフォール（979ｍ）。この旅では滝上（滝口）に立ち、そのと
てつもない迫力と神々しい美しさを楽しむという日本国内で募集されている唯一の
旅（現地手配先旅行会社調べ）へご案内します。各回限定 11 名ですので 2018年
にあの滝上からの絶景を見る事が出来る観光客は 22 名という貴重なチャンスで
す。もちろんヘリとセスナでの遊覧飛行、滝の真下に迫る展望台ハイキングも楽しむ
エンジェルフォール満喫の旅です。  

②往復ヘリでギアナで最大の台地・、アウヤンテプイに上陸し、台地上で宿泊（2泊）。 
17～２３億年とも言われる世界で最も古い大地・ギアナ高地。130 個にも及ぶテー
ブルマウンテン（台地）中で最大のサイズを誇るアウヤンテプイにヘリで登り、テントに
二泊します。多くの蘭、珍しい動物、風と雨で浸食された奇岩、タンニンに染まった
河、降ってきそうなほどの星、特別な許可を得て滞在する世界がそこにあります。寝
袋を除くテント泊は全てスタッフが準備します。心配なくご参加ください。  

③安全なギアナ直行＆マイアミ 2泊で楽々現地へ 
政情不安が伝えられるベネズエラですが、アメリカのマイアミから直接ギアナの玄関
口の街へ飛びますので安心です。マイアミで往復宿泊しますので、地球の
裏側への空の旅も快適です。 

 
 

  


