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旅行企画
実施

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の責任者です。この契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がご
ざいましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

お申込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書を
お受け取りになりご確認の上、お申込みください。ビッグホリデー旅行条件（要旨）

1.募集型企画旅行契約
この旅行は、ビッグホリデー株式会社（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と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。

2.旅行の申込み
（１）所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、右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、取消料又は違約料のそれぞれ一部または全部として取扱います。

3.旅行契約成立時点
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。（通信契約の場合を除きます。）

4.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」（以下「表示代金」という）と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金
として表示した金額」を差し引いた金額（以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」という）をいいます。この合計金額「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出
する際の基準となります。

5.「表示代金」に含まれるもの（一部例示）
以下のものが含まれています。（いずれも募集型企画旅行中または旅行日程として表示されたもの）（1）航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃（2）送迎・移動のバス等の
代金（3）観劇・観光に係る代金（4）ホテル宿泊代金（5）食事代金（6）受託手荷物運搬代金（お一人23kg以内2個が原則）

6.「表示代金」に含まれないもの（一部例示）
（1）渡航手続諸経費（旅券・査証取得費用等）（2）国内の自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等（3）国内における空港施設使用料（4）規定の重量・容積・個数の超過による超
過手荷物料金等（5）クリーニング、電話料、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用（6）傷害・疾病に関する医療費等（7）国外の空港税・出国税等
（8）「オプショナルツアー」等呼称し、現地にて他社等が希望者のみを募って実施する小旅行（9）その他募集広告内で「○○料金」と称したもの

7.追加代金（一部例示）
（1）お客様の希望により1人（2人）部屋を1人で使用することを保証するための追加代金（2）1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当
社が定め、その旨を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金」（3）その他募集広告内で「○○追加代金」と表示したもの

8.旅行代金のお支払い
申込時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日（原則として21日前）迄にお支払いいただきます。

9.旅行契約の解除
お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料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。
※お客様のご都合による出発日やご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
※「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日における営業時間内に取消・変更のお申し出をいただいた日とします。

10.最少催行人員
お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、当社はご旅行契約の解除をする場合がございます。この場合は、ご旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって23日目にあたる日より前にご旅行中止を通知いたします。

11.通信契約
（1）当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいます。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下「通信契約」
といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に加えて「カード名」「カード番
号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。（2）通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受託した時に成立し、その他の通信手段
による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。（3）通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契
約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を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なります。

12.旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細旅行条件書でお確かめください。

13.旅行条件要旨基準日
この旅行条件要旨の基準日は、2016年2月1日です。旅行代金は、2016年2月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

14.その他
当社はいかなる場合もご旅行の再実施はいたしません。

〒113-8401　東京都文京区本郷3-19-2　BHビル

■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。
　（TEL：03-5501-8162　外務省閉庁時を除く 9：00～17：00／
　（URL：http://www.anzen.mofa.go.jp/）
■渡航先(国または地域)の衛生状況については、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。
（http://www.forth.go.jp/）

海外危険情報・衛生情報について

お問い合わせお申し込みは

旅行業公正取引協議会

観光庁長官登録旅行業第576号(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者　山本哲哉

日本国籍以外の方は自国の領事館、訪問国の領事館に旅券の必要滞在有効期
間・査証の要否をご確認のうえ、ご自身の責任において、入国に必要な旅券・査
証をご用意ください。

日本国籍の旅券・査証の条件 時刻の目安は、各交通機関の発着時刻を目安としたものです。
移動のためのホテル出発時刻とは異なります

4:00～ 6:00～ 8:00～ 12:00～ 13:00～ 16:00～ 18:00～ 23:00～ 4:00
早  朝 朝 午  前 昼 午  後 夕  方 夜 深  夜

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。

海外旅行保険への加入について

●出発・到着時刻の目安

申込金（おひとり）
旅行代金の20%以上旅行代金まで

http://bigs.jp/takarazuka/
03-3818-5121 10:00～18:00

※ピーク時とは、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日及び4月27日～5月6日までの出発日をさします。

旅行代金の20％

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり旅行代金に対して）
旅行開始日がピーク時（※）の旅行であって、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

旅行代金の10％
（上限10万円）

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15日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算して、
さかのぼって14日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日及び前日
旅行開始日（当日の旅行開始前）
旅行開始後または無連絡不参加

ブロードウェイミュージカル『シカゴ』 宝塚ＯＧバージョン

ニューヨーク公演観劇５日間
限定席数発売

国名

米国
日本帰国日まで

※無査証の場合、事前の
ESTA申請が必要

パスポート残存有効期間 ビ   ザ

90日以内の観光目的
の滞在は不要

■旅行代金 成田発着／おとな・こどもおひとり様／２名１室利用
航空会社

コード

ホテル

出発
出発
出発

M8-6262-19□913 □：右上参照 □：右上参照 □：右上参照

□：7/19…1、7/21…2、7/22…3

M4-6262-19□913 M0-6262-19□913
マリオット ホリディイン マリオット ホリディイン マリオット ホリディイン

405,０００円
385,０００円
375,０００円

375,０００円
355,０００円
345,０００円

445,０００円
435,０００円
435,０００円

415,０００円
405,０００円
405,０００円

465,０００円
445,０００円
445,０００円

435,０００円
415,０００円
415,０００円

ビジネスクラス利用追加代金　デルタ航空利用 53０,０００円（7/19）、56０,０００円（7/21）、42０,０００円（7/22）／ユナイテッド航空利用 51０,０００円（7/19）、40０,０００円（7/21・22）／全日空利用 52０,０００円（7/19）、42０,０００円（7/21・22）

１人部屋利用追加代金　　マリオット利用　７4,０００円／ホリディイン利用 ５０,０００円　　　３人部屋利用割引代金　マリオット利用 １５,０００円／ホリディイン利用 設定なし
成田空港旅客サービス施設使用料 ２,０９０円 ･ 保安サービス料 ５２０円、海外空港諸税 ７,３9０円、 燃油サーチャージ（２０１６年３月23日現在） デルタ航空 ０円／ユナイテッド航空・全日空 ０円
オプショナル　①ＥＳＴＡ代行申請 5,０００円（実費１４＄含）　②3公演目観劇チケット･送迎 ２７,０００円　③１公演チケット・送迎放棄 ２７,０００円割引　④相部屋希望：リクエストにてお預かり・３０日前頃回答

全日空利用デルタ航空利用

■利用航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、全日空
■利用ホテル：ニューヨーク・マリオット・マーキース、ホリディインミッドタウン５７ｔｈストリート
■食事：朝食３回、機内食４回　  ■最少催行人員：１名様
■添乗員：同行しませんが、現地係員がお世話いたします（催行上、同行の場合有）

※相部屋希望につきましては、一度、１人部屋利用追加代金をお預かりした上での、リクエストでのお預かりとなります。
　ご回答につきましては、ご出発の３０日前をめどにご連絡させていただきます。 尚、他相部屋希望の方がいらっしゃらない場合は、
　１人部屋利用追加代金がそのまま必要となります。
※ビジネスクラス利用のご希望につきましては、リクエストでのお預かりとなります。ご回答につきましては、営業日５日以内を予定しております。

ユナイテッド航空利用

営業時間

行程表

機

機

機

機

朝

朝

朝

デルタ航空利用 ユナイテッド航空利用 全日空利用

国内線乗継
オプション

国際線ご出発の２４時間前以降、かつ、成田空港着は４５分前まで、羽田空港着は３時間前までに
ご到着の全日空国内線が特別価格でご利用出来ます。
大阪〈伊丹・関空〉・名古屋発⇨無料　その他東京〈成田・羽田〉着・直行便就航都市⇨往復１３,０００円

国内線乗継
オプション

国際線到着から２４時間以内のご出発、かつ、成田空港発は７５分後から、羽田空港発は３時間後
からの全日空国内線が特別価格でご利用出来ます。
大阪〈伊丹・関空〉・名古屋行き⇨無料　その他東京〈成田・羽田〉発・直行便就航都市⇨往復１３,０００円

※国内線乗継オプション設定なし

東京〈成田〉発（１５:５５）　  デルタ航空１７２便　　
ニューヨーク〈Ｊ.Ｆケネディ〉着（１６:００）
到着後、ホテルへ

東京〈成田〉発（１７：００）　  ユナイテッド航空７８便　 
ニューヨーク〈ニューアーク〉着（１７：００）
到着後、ホテルへ

到着後、ホテルへ　※ホテルチェックインは、１６：００ となります。

東京〈成田〉発（１１：００） 　 全日空１０便
ニューヨーク〈Ｊ.Ｆ.ケネディ〉着（１０：４５） 
東京〈成田〉発（１6：4０） 　 全日空１０4便
ニューヨーク〈Ｊ.Ｆ.ケネディ〉着（１6：2５） 

ホテルにて朝食
チェックアウト後、空港〈Ｊ.Ｆ.ケネディ〉へ

ニューヨーク〈ニューアーク〉発（１１:３０）　
ユナイテッド航空７９便

ホテルにて朝食　出発まで、自由行動
※ホテルチェックアウトは、ニューヨーク・マリオット・マーキース １２:００、
　ホリディインミッドタウン５７ｔｈストリート １１:００ となります。
ご集合後、空港〈Ｊ.Ｆ.ケネディ〉へ
ニューヨーク〈Ｊ.Ｆ.ケネディ〉発（１８:０５）　 全日空１０３便

ホテルにて朝食　
チェックアウト後、空港〈Ｊ.Ｆ.ケネディ〉へ

ニューヨーク〈Ｊ.Ｆ.ケネディ〉発（１２:０４）　
デルタ航空４７３便

ホテルにて朝食　出発まで、自由行動
ホテルから専用車にて ‘デビット・H・コーク・シアター’ へ

延泊ご希望の方は、お申込時にお気軽にお問合せください。

デルタ航空４７３便　  東京〈成田〉着（１４:５５） ユナイテッド航空７９便　  東京〈成田〉着（１３:５５） 全日空１０３便　  東京〈成田〉着（２１:００）

※国内線乗継オプション設定なし

食事5日間

※ツアーご予約時にリクエストでのお預かりとなります。※羽田～成田間の交通機関代金、また、宿泊を伴う場合の宿泊代金は、お客様ご自身の手配・ご負担となります。

※ツアーご予約時にリクエストでのお預かりとなります。※成田～羽田間の交通機関代金、また、宿泊を伴う場合の宿泊代金は、お客様ご自身の手配・ご負担となります。

1

2

3

4

5

☆1公演のみご希望の方は27,000円割引にて承ります公演終了後、専用車にてホテルへ

“ブロードウェイミュージカル『シカゴ』 宝塚ＯＧバージョン”を観劇

7/20 20:0０公演 7/21 19:3０公演7/19出発は、

7/19、22出発

7/21出発

の2公演を観劇

7/22 19:3０公演 7/23 14:0０公演 又は 20:0０公演からお選び下さい7/21出発は、 の2公演を観劇

7/24 14:0０公演7/23 14:0０公演 又は 20:0０公演からお選び下さい7/22出発は、 の2公演を観劇
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