
天使の都 バンコク
アンダマン海の真珠 プーケット・

カンボジア

ラオス

タイ
Thailand

成田空港から

成田空港へ

●　
プーケット

●バンコク
一度食べたら虜になる「プー
パッポンカリー」。蟹をカレー
風味のソースで炒めたところ
に、卵をまわしかけて、ふんわ
りとろ～りと仕上げた一品。

※写真は全てイメージです。

※海外旅行に係る諸費用などは別途料金となります。

JA福島さくら 郡山地区本部全体企画  成田空港発着

5日間5日間

Phuket

Bangkok

●ご旅行出発日／2018年

●ご旅行代金 189,000円（税込）大人お一人様［2名様1室利用］

1月18日㊍～22日㊊A班

お客様の声をかたちに JA旅行センター
ふれあいコーディネーター。エヌ・ツアー。

インド洋を望むアンダマン海に浮かぶタイ最大の島で、
世界有数のリゾート地として有名なプーケット。エメラルド
の海と真っ白な砂浜の美しさから「アンダマン海の真
珠」とも讃えられ、世界中の旅行者を惹きつけています。

プーケット島（イメージ）

アンダマン海の真珠、
プーケット島。

タイの神秘にふれる魅惑の
パンガー湾遊覧観光。 ワット プラケオ（エメラルド寺院）

1月19日㊎～23日㊋B班

ピンカン島からジェームズ・ボンド島を望む（イメージ）

天使の都バンコク。

王宮の中にあるワット・
プラケオは、タイで最高
の地位と格式を誇る
仏教寺院であり、荘厳
かつ華麗な名所中の
名所です。王室専用の
仏教儀式の場であり、
タイで唯一僧侶が一
人もいない寺院です。

160もの島々が点在する、美しいアンダマン海域の湾。中でも
映画「007・黄金銃を持つ男」で有名なジェームズ・ボンド島。
ピンカン島から釘がささったような奇岩群を眺めることができます。

タイを代表する世界三大スー
プの一つで、あまりにも有名
なスープ。海老を中心に、様々
な野菜を香辛料で味付けをし
た、絶妙な味です。

ワット プラケオ（イメージ）

トムヤムクン絶品!プーパッポンカリー（蟹カレー）



アンダマン海の真珠 プーケット・天使の都 バンコク 5日間5日間
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主要都市の
平均気温［1月］
（単位：℃）

都 市 名
最高気温（平均）

最低気温（平均）
32.5
27.0

バンコク

32.7
24.5

プーケット

インフォメーション

●旅行代金には含まれない諸費用（2017年10月現在の概算）

※燃油サーチャージ（2017年10月1日参考／四半期毎に変動）空港税変
更の場合は、追加徴収又は返金となります。

※海外旅行保険は別途となります。

燃油サーチャージ……2,640円
現地空港税諸税………4,980円

渡航手数料……………4,320円
海外旅行傷害保険（任意）

【ビザ・パスポート】入国時6ヶ月以上必要となります。30日
以内の観光の場合、ビザは不要。
【時差】日本より2時間遅れ。
【通貨・両替】バーツ（THB）30THB＝約100.58円
（2017年7月現在）説明会時に両替のご案内を致します。
【気候】１０月中旬～２月中旬までは雨がほとんど降らず、1年
で最も過ごしやすい季節です。また、朝晩は気温が下がり
肌寒いこともあります。

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、担当者からの説明にご不明な点があれば、遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

お問い合わせ・お申し込みは

観光庁長官登録旅行業第939号

株式会社 農協観光 代理業
福島県知事登録旅行業者代理業第58号
JA福島さくら旅行センター
〒963‐8024 郡山市朝日2‐14‐7
☎024‐921‐0500

総合旅行業務取扱管理者：伊藤　剛

旅行企画・実施

〒９６３‐８８４６  福島県郡山市久留米2丁目７７‐１
総合旅行業務取扱管理者 ： 鈴木光輝・小原健志

☎024‐983‐0380

観光庁長官登録旅行業第939号

郡山支店

正会員 （一社）日本旅行業協会の正会員です。

1
日
目

2
日
目

3
日
目

4
日
目

5
日
目

郡 山 市 内
成田空港発
バンコク着
バンコク発
プーケット着

バ ス
航空機

早朝
11：45
17：05
19：10
20：35

バ ン コ ク
バンコク発
成田空港着
郡 山 市 内

専用車
航空機
バ ス

8：00
15：50
夜

プーケット

プーケット 専用車終日

日付 都市名 交通機関発着 スケジュール 食  事

ホテル
ビュッフェ
中華料理

ホテル
タイ料理
シーフード

ホテル
タイ料理
タイ風
蟹カレー

機内食
軽食

バスにて、成田空港へ
空路、バンコクへ
到着後、入国手続き後
国内線にてプーケットへ
到着後、ホテルへ 【プーケット泊】
プーケット島内観光へ
●プロンテープ岬　●シャロン寺　
●カシューナッツ工場　●ショッピング
昼食は「ビュッフェ」をご賞味ください
夕食は「中華料理」をお楽しみください

【プーケット泊】

機内食専用車にて空港へ（朝食は機内食）
出国手続き後、空路成田空港へ
到着後、入国手続き後、バスにて帰郷
到着後、解散

ホテルにて朝食
パンガー湾観光へ
●ロングテールボートにてパンガー湾を遊覧
●ピンカン島に上陸し、ジェームズボンド島を見学
▲スワンクハ寺院見学
夕食は「シーフード」をご賞味ください

【プーケット泊】

専用車終日

プーケット
プーケット発
バンコク着

ホテルチェックアウト後、空港へ
国内線にて、空路バンコクへ
バンコク市内観光へ
●王宮　●エメラルド寺院
●暁の寺院　●ワット・ポー
その後、免税店にご案内
夕食は、名物の「プーパッポンカリー」（蟹カレー）

【バンコク泊】

専用車
航空機
専用車

朝
10：05
11：35

海外旅行総合保険加入のおすすめ
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加入され
ることをおすすめします。海外旅行傷害保険については、
当社あるいは販売店の係員にお問い合わせください。

■運送機関の課す付加運賃・料金について
●本パンフレット掲載の旅行代金には運送機関に課す付
加運賃・料金（燃油サーチャージ）（原価の水準の異常な変
動に対応するために、一定の期間および一定の条件下に
限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限られます。）
は含まれておりません。別途販売店にお支払いください。
※当社の日本円換算額は、2017年10月現在のIATA公
示レート（BSR）を基準に算出し、10円未満を切上げしてお
ります。換算レートにより過不足が生じても追加徴収、返
金は致しません。
※上記は2017年10月現在の情報に基づいて算出しており、
空港施設使用料・現地空港税・運送機関の課す付加運賃・
料金（燃油サーチャージ）は予告無く増額・新設されることが
あります。この場合不足分は追加徴収させていただきます。

旅行条件（要旨） お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「お申込
み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。ご案内のコースは天候・運送機関・現地の都合等により一部行程を変更する場合があります。
1.募集型企画旅行規約
　⑴この旅行は、農協観光宮城支店（観光庁長官登録旅行業第939号、以下「当社」と
いいます。）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と当社と募集
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。
　⑵契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、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および当社旅行業約款（募集型
企画契約の部）によります。
2.お申し込み・契約成立の時期
　当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申込みください。申込金は「旅行代金」
「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。電話、郵便、ファク
シミリ等の通信手段にてお申し込みの場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算し
て3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いをしていただきます。旅行契約は、当
社が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立いたします。

3.お申込金（お一人様）
海外旅行

4.旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前（お
申込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払いいただきます。
5.旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎり普通席）（この運賃・料
金には、運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）（原価の水準の異常な変動
に対応するため、一定の期間および、一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律にかさ
れるものに限ります。以下同様とします。）を含みません。宿泊費、食事代、消費税等の諸
税および特に明示したその他の費用（宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む）、添乗
員同行コースの同行費用等。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても
払い戻しは致しません。
6.旅行代金に含まれないもの（一部例示）
　上記のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
渡航手続き諸費用、旅行中の個人的性質の諸費用（お客様ご自身の電話料その他通信
料、ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等）運送機関
の課す付加運賃（燃油サーチャージ）、オプショナルプラン（別途料金）の代金等、ご自宅
から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、日本国内の空港施設使用料（ただし、空港設置
使用料を含んでいることを明示したコースを除きます。）旅行日程中の空港税等。
7.取消料
　契約成立後、お客様のご都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の
期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人様につ
き次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。

※出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率による取消料が利用日を基
準として別途適用されます。ただし、旅行開始後の取消料は100％となります。
8.旅行条件の基準
　本旅行条件は、2017年10月1日を基準として作成しております。
9.個人情報の取扱いについて
　当社の個人情報の取扱の詳細については、当社ホームページ（http://www.ntour.co.jp）
　をご参照ください。
10.その他
　⑴旅行代金はお一人様分を表示しています。

30,000円以上
旅行代金まで

20,000円以上
旅行代金までお申込金

海外旅行 15万円未満 30万円以上15万円以上30万円未満

50,000円以上
旅行代金まで

旅行開始の
前日から
起算して
さかのぼって

区　　　分
取消料（お1人様）

a.特定日に旅行を開始する旅行

1）40日目にあたる日～31日目までの解除
⑵～4）に掲げる場合を除く）

2）30日目にあたる日～3日目までの解除の場合
⑶および4）に掲げる場合を除く）

3）旅行開始日前々日以降に解除の場合
⑷に掲げる場合を除く）

4）旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

b.特定日以外に旅行を開始する旅行

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

無　　料

TRAVEL INFORMATION

●ご旅行出発日／2018年

●ご旅行代金

189,000円（税込）
1月18日㊍～22日㊊

大人お一人様
［2名様1室利用］

一人部屋追加料金 35,000円（4泊分）

［プーケット］ザ・キー・リゾート＆スパ 又は同等グレード
 ［バンコク］ナライホテル 又は同等グレード

◆募集人員／各出発40名（最少催行人員25名）
◆添 乗 員／全行程同行いたします。
◆食事条件／朝食3回・昼食3回・夕食4回
　　　　　　　　　（機内食は回数に含みません。）

◆申 込 金／30,000円（旅行代金に充当します。）
◆募集締切／2017年12月8日㊎まで
　　　　　　　　　　※但し、定員になり次第締め切りとなります。

◆利用航空会社／タイ国際航空
◆利用バス会社／郡山中央交通
◆利用予定ホテル

Phuket Bangkok

1月19日㊎～23日㊋B班

A班

観光：●印入場／●印下車／▲印車窓〈順不同〉※気候により、観光内容が変更となる場合がございます。予めご了承下
さい。※上記行程表は2017年10月現在のものですので、天候・交通事情等により変更となる場合がございますので、予めご了承下
さい。※集合場所・時間については後日ご案内いたします。※フライト状況は2017年10月現在のため変わる可能性があります。

プロンテープ岬

ピンカン島

暁の寺院

ワット・ポー

※食事は日程により入れ替えになる場合もございます。

パトンビーチまで徒歩圏内のファミリー向け、リゾートホ
テル。広々としたモダンなお部屋、屋外プール、パトン湾
のスカイラインを望む屋上バーなどがあります。

ビジネス街シーロム通りの中程に位置する老舗ホテル。
白いアメリカンスタイルの建物で、客室は、デザイン性
を兼ね備えたエレガントなスタイルです。

ザ・キー・リゾート&スパ ナライ ホテルプーケット バンコク


