
フレグランスジャーナル社「香りの図書館」主催の天然精油の聖地巡礼
の旅 第6回ツアーは、インド産精油として世界に冠たるサンダルウッド
（白檀）をはじめレモングラス、ローズなど精油資源大国に相応しい数々
の精油産業を視察します。
期日は、2017年9月24日から30日まで5泊7日の日程です。
多彩な内容で、皆様のご参加をお待ちしています。　

■ 旅　行　期　間：2017年9月24日（日）～9月30日（土）5泊7日
■ 旅　行　代　金：299,000円（航空機エコノミークラス/2名1室利用の場合のお一人様）
 燃油サーチャージ（目安：8,000円　※2017年4月11日現在）が別途必要となります。
 成田空港施設使用料（2,090円）/旅客保安サービス料（520円）、空港諸税（6,400円）は含みます。

■ 一人部屋利用追加代金：44,000円（5泊合計）
■ 募　集　人　員：15名様（最少催行人員12名）
■ 食 事 の 回 数：朝食：5回、昼食：5回、夕食：4回（機内食は、この回数に含まれません）
■ 添　　乗　　員：同行しません。現地係員が同行します。
■ 申込み締切期日：2017年6月30（金）
■ ご利用予定ホテル：バンガロール Royal Orchid／アグラ Points By Sheraton／デリー Crowne Plaza Tokyo Okhla（5つ星ホテル）
■ ご利用予定日本発着航空会社：エア インディア
■ 旅券・査証について： 日本国籍の方がインドへ渡航する際には、査証（ビザ）が必要になります。
 査証（ビザ）代行をご希望の方は、渡航手続き代行手数料をいただいてお受けすることもできます。
 別途お申し付けください。
 入国時に、パスポートの残存期間が2018年3月30日（金）以降も有効な旅券が必要です。
 必ず、残存有効期限をご確認ください。

コーディネーター：香りの図書館　谷田貝 光克 館長（東京大学名誉教授）

天然精油の聖地巡礼の旅 第6回ツアー

 北インドと南インドを巡る
エッセンシャルオイル視察ツアーのご案内

成田発
参加者募集

視　察　企　画 有限会社 フレグランスジャーナル社「香りの図書館」http://www.fragrance-j.co.jp
 〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-5-9 精文館ビル 2F　TEL.03-3264-0126（担当：津野田）　

お問合せ・お申込先 近畿日本ツーリスト株式会社 トラベルサービスセンター東日本
 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 8-14-24 西新宿KFビル 3F　
 TEL.03-6730-3220 FAX.03-6730-3229（担当：俵山、小室）
 営業日・営業時間：月～金曜日 10:00 ～ 17:00（土日・祝日休）

旅行企画 ･実施 
 近畿日本ツーリスト㈱ ECC営業本部 第 2営業支店
 〒 101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-13 住友商事神田和泉町ビル 14F　
 観光庁長官登録旅行業第 1944 号、一般社団法人日本旅行業協会正会員、ボンド保証会員、旅行業公正取引協議会会員

※サンダルウッドのイメージ

※クトゥブ・ミナールのイメージ※フマユーン廟のイメージ

※フマユーン廟のイメージ

044917041044-K-PHP



インドの案内
5000年の歴史と10億とも言われる人々が紡ぎ出す喧噪と混沌が入り交じる国、インド。その圧倒的なパワーで訪れる人を魅了してや
まない、近年人気の渡航先です。洞窟寺院や建造物、国立公園など、世界遺産を誇る国であり、見どころは尽きません。インドは国土
と気候を利用してさまざまな芳香植物が栽培され、全土で蒸留が行われております。
■ 北部
ウッタル・プラデッシュ州（アグラ・カナウジ）：ガンジス川の豊かな恵みを享受し、何世紀にもわたり、様々な文明のるつぼでし
た。偉大な神話のいくつかはここで生まれ、芸術や文化、料理、建造物や歴史的遺跡も豊富です。また、カナウジは長い歴史によって
培われた高い蒸留技術によって、最も知られた香水の産地として名を馳せています。
デリー：近代的大都市でありながら、その姿を得る以前に存在した幾つもの王朝のさまざまな歴史が、色濃く刻まれている街でもあり
ます。文化、建築物、多様な人種、遺跡、博物館、美術館、庭園など、見所が満載で、インドの各地、あるいは世界中から移り住んで
いる様々な人々がデリーをさらに四季彩豊かな都市にしています。
■ 南部
カルナ―タカ州（バンガロール・マイソール）：隆起した島という意味の「カル・ナドゥ」を語源とするカルナ―タカは、旧石器時代
にさかのぼる歴史を持つ地方です。上質なマイソール・シルクのサリー、白檀工芸品、紫檀工芸品も特産です。
日本との時差 -3時間30分。9月の最高気温は 33.9℃、最低気温は 24.4℃

インドの視察ポイント（予定）

①Karnataka Soaps & Detergents Ltd.：http://ksdl.karnataka.gov.in/
・視察予定の香料：サンダルウッド
・サンダルウッドの都、マイソールで生まれた創業100年を超える老舗
・サンダルウッドから抽出した高純度のオイルを配合した「マイソール・サンダルウッドソープ」を製造
②Ali Brothers Perfume：http://www.alibrothersperfumers.com/index.php
・視察予定の香料：未定（毎年、製造の芳香植物が異なります）
・エッセンシャルオイル製造、香料の抽出、蒸留などを行なう
・100%ナチュラルな香水、エッセンシャルオイルの輸出
③Hasayan Rose Cultivation
・視察予定の香料：ダマスクローズ・ブッシュローズ
④Essential Oil Association of India：www.eoai.co.in
・エッセンシャルオイル業界に関わる科学者・研究者・製造者・商人・植物の栽培者が所属する団体
⑤エッセンシャルオイル卸市場
・オールドデリーにあるマーケット
・インドの名産品や工芸品など様々なエッセンシャルオイルも取り揃える
※上記は予定の視察先となっております。現地の都合により変更となる可能性がありますのでご了承ください。
※視察・見学先は、9月15日（金）までにご案内致します。

　インドといえば白檀です。サンダルウッドとも呼ばれる白檀は、インド原産の樹木で、特有の上品な香りを漂わせ仏像や工芸品に好
んで使われてきました。鎮静作用のある白檀はお香の香りとしても珍重されています。現在ではその蓄積も少なくなり保護管理下にあ
りますが、今回はその農園視察と香料、工芸品などの白檀の香りに触れる旅を企画しました。　
バラの農園とその精油採取工場の見学や香料企業視察では、芳香植物栽培農場と各種香料からの製品製造工程を見学します。
エッセンシャルオイル卸市場ではインド特有のエッセンシャルオイルに加えて数多くの精油製品、工芸品などを手に取り見ることがで
き購入することも可能です。　
　エッセンシャルオイルの香りに安らぐ旅の合間には、世界文化遺産の大理石の墓廟タージマハル、同じく世界文化遺産のアーグラ城
を見学し、その威容さに心打たれること請け合いです。デリー市内観光もまた時の過ぎるのを忘れ楽しむことができることでしょう。

（APEX 提供）

※バラ農園のイメージ ※アグラフォートのイメージ ※卸市場のイメージ



視察日程表
日付 都市名／滞在地名 現地時間 交通機関 摘　要 食事条件

朝／昼／夕

1 2017年
9月24日(日) 

東京（成田） 発 11：30 AI 307 空路、デリーへ［所要時間：10時間］ ×／×／機

デリー 着 18：00 乗り継ぎ

デリー 発 20：30 AI 504 空路、バンガロールへ［所要時間：2時間40分］

バンガロール 着 23：10 専用車 到着後、ホテルへ （バンガロール泊）

2  9月25日(月) 

バンガロール 早朝 専用車 ホテル発、マイソールへ ○／○／○

マイソール 午後 サンダルウッド農園視察、香料お土産店立ち寄り　香料土産店へ（入場）

バンガロール 夜 ホテル着 （バンガロール泊）

3 9月26日(火) 

バンガロール 早朝 専用車 ホテル発、空港へ ○／○／○

バンガロール 発 午前 航空機 空路、デリーへ［所要時間：約3時間］

デリー 着 午後 専用車 到着後、アグラへ

アグラ 夜 ホテル着 （アグラ泊）

4 9月27日(水) 

アグラ 午前 専用車 ホテル発、カナウジへ ○／○／○

カナウジ 午後 Ali Broth ers Perfume社 経営農場・工場視察（入場）

アグラ ホテル着 （アグラ泊）

5  9月28日(木) 

アグラ 早朝 専用車 ホテル発、アグラ市内へ ○／○／○

午前 市内観光（タージマハル（※現在修理中）、アグラ城、大理石工場）（入場）

ハサヤン 午後 バラ栽培場・抽出工場視察

デリー ホテル着 （デリー泊）

6 9月29日(金) 

デリー 午前 専用車 ホテル発、デリー市内へ ○／○／機

市内観光(クデュブミナール・フマユーン・レッドフォード）（下車）

午後 エッセンシャルオイル卸市場視察（入場）

エッセンシャルオイルアソシエーション視察（入場）

デリー 発 21 :15  AI 306 空路、帰国の途へ［所要時間:7時間15分］ (機内泊）

7 9月30日(土) 東京（成田） 着 8：00 到着後、入国審査および通関手続き後、解散 機／×／×

※視察先につきましては、先方の受入状況により変更になることがあります。※日程及び発着時間等は天候、各関係機関の都合にて変更になる事があります。
※時間帯の目安：早朝（4:00～8:00）、午前(8：00～12：00)､午後(12：00～18：00)､夜(18：00～24：00)
※食事：○=食事あり、×=食事なし、機=機内食　【利用予定日本発着航空会社】AI：エアーインディア
■旅行代金について

■申込方法
(1)「ご参加申込書」をご記入の上、近畿日本ツーリストまで送付下さい。
(2) 同時に申込金￥60,000を右記口座へお振込み下さい。
 期日までにお申込金をお振込いただくことで正式な旅行申込みとなります。
 期日までにお振込がない場合は、予約はなかったものとなります。
(3) 旅行代金残金は後日ご請求いたします。また別途、5月31日（水）以降に「出発までのご案内」を6月中に送付させていただく予定です。
■旅券・査証について
(1) 旅券（パスポート）
　有効期間が2018年3月30日以降も有効な旅券が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券申請等はお客様の責任で行っ
てください。お客さまのご希望により別途渡航手続代行料金をいただいてお受けすることもできます。
(2)査証（ビザ）
　インドの査証（ビザ）が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証申請はお客様の責任で行ってください。なおこれ
らは、お客さまのご希望により別途渡航手続代行料金をいただいてお受けすることができます。
＊上記旅券、査証について日本国籍以外の方は自国・渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
■渡航手続代行料金
　この旅行の参加にあたっては、旅券、インドの査証（ビザ）、出入国記録書類および日本の税関申告書が必要ですが、当社でそれらの作成手続きを代行
する場合の料金は下記のとおりです。代行を希望される場合はお申し出下さい。
(1)旅券申請書類の作成代行　4,320円
(2)旅券、査証の有効性確認および日本の税関申告書の作成代行　5,400円
(3)インド査証申請書の作成と必要書類の確認ならびに取得代行　8,640円（査証代別）
＊上記金額には、消費税（８％）が含まれております。旅券印紙代（有効期間10年：16,000円、5年：11,000円）、査証料実費等は含まれておりません。
＊弊社にて出入国記録書・税関申告書・査証書類等を作成後に旅行の取消をされた場合は、旅行本体の取消料の他に、上記渡航手続き代行料金がかかります。
＊日本国籍以外の方で、弊社に査証取得等のご依頼をされた場合は渡航手続代行料金が異なります。
■相部屋について
＊本旅行は相部屋をお受けしておりませんので、1名、3名のように奇数人数でご参加される場合は、どなたかお一人について一人部屋利用追加代を申し受けします。

旅行代金に含まれるもの

①航空運賃：日程表に記載された区間（エコノミークラス）、（＊この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。付
加運賃・料金とは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下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるもので
す。）②成田空港施設使用料（2,090円）/旅客保安サービス料（520円）、空港諸税（6,400円）③宿泊代金：ホテル・ツインルーム
（2人1部屋利用）バス・トイレ付　④食事代金：日程表に明記の食事代金（朝5回、昼5回、夕4回、この回数に機内食は含まれません）
⑤視察代金・観光代金：日程表に記載された視察時のガイド代、入場料金　⑥バス代金：空港ホテル間の送迎バス料金、視察バス料金　
⑦団体行動中の税金・チップ　⑧手荷物運搬代金：航空会社の規定の範囲　旅行代金算出基準日：2017年4月11日　
※上記各費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻し致しません。

旅行代金に含まれないもの

上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加に当たって通常必要となる費用を例示します。
①旅券印紙代・証紙代有効期限５年のもの：11,000円、有効期限10年のもの：16,000円　②個人的性格の費用：飲物代、クリーニング
代、電話代　③手荷物超過料金　④傷害、疾病に関する医療費　⑤日本国内での交通費　⑥運送機関の課す付加運賃・料金　燃油サーチャー
ジ（目安：8,000円※2017年4月11日現在）左記の換算額は2017年4月11日現在の東京三菱銀行電信売渡送金レート／ＵＳドル1.00
＝111円を基準にしています（空港税等は為替レート変動により過不足が生じても精算いたしません）。※航空会社の定める付加運賃・料
金が変更された場合は増額になった時は不足分を追加徴収し、減額になった時は差額分を返金いたします。⑦任意の海外旅行傷害保険料　
⑧渡航手続代行料金　⑨インド査証取得代金　⑩インド査証取得代金手数料 8,640円

追加旅行代金 ①お1人様部屋利用追加代金：44,000円（5泊合計）

銀行：三井住友銀行 近畿第一支店
口座：( 普通 ) 4953853
名義：近畿日本ツーリスト株式会社



ご旅行条件書（海外旅行） 
■お申し込み 
(1)申込書に必要事項を記入の上､ご提出ください。同時に参加申込金を所定の口座にお振込みください。 
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扱います。 
お客さまがご旅行申込書にお客さまのローマ字を記入される時は旅券に記載されているとおりをご記入
ください。お客さまの氏名が誤って記入された場合には航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡が
必要となります。この場合、当社はお客さまの交替の場合に準じて交替手数料（「■お客さまの交替」に
記載）をいただきます。なお、運送・宿泊機関により、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、所定の取消料（「■取消料のかかる場合」に記載）をいただきます。また、
氏名の他に性別、年齢、国籍などが違った場合も同様となりますので、ご注意をお願いいたします。 

(2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3営業日以内に申込書
の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合、当社は予約がなかったものとし
て取り扱います。（キャンセルされる場合はご連絡をお願いいたします） 

(3)お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はそ
の旨説明し、お客さまの承諾を得て、お客さまが「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、
予約可能に向けて努力することがあります。（以下「ウエイティング登録」といいます。）その際、「申
込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかに
その旨を通知します。その時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。但
し、当社がその予約可能通知の前にお客さまから「ウエイティング登録」の解除の申出があった場合、
又はお待ちいただける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。
なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。 

(4)日程上実際に利用できない複数の予約（以下「重複予約」といいます。）は、「ウエイティング登録」
の場合を除いて、ご遠慮いただきますようお願いします。「重複予約」をされますと、航空会社・宿泊
期間などの予約管理方針により、航空会社・宿泊期間などの定める基準に従って、「重複予約」の一方
が自動的に取消となり、ご予約が取消される場合がございます。 

(5)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物又は動
物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介
助犬）をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込み時に参加にあたり特別な配慮が必要
となる旨をお申し出ください。（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出くださ
い。）あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出
ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必
要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。 

(6)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの
一部内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置
を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は解除させていただくことがあ
ります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する
費用は原則としてお客さまの負担とします。 

(7)当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措
置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないと
きは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに
当社が指定する方法で支払わなければなりません。 

(8)15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除きます。）
15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。 

(9)本旅行は近畿日本ツーリスト株式会社が企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当社と企画
旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、
成立日は当社が申込金を受理した日とします。 

(10)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件 
①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)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の一部(申込金)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、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締
結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、また
は業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 

②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カ
ード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 

③通信契約は、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します。ただし当該契約の申込み
を承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成
立します。 

④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画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。 

(11)当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。 
① 他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断すると

き。 
② お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会勢

力であると認められるとき。 
③ お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴

力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。 
④ お客さまが流説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務

を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 
(12）その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。 
■お客さまが出発までに実施する事項 
海外安全情報について 
渡航先によっては、外務省より「海外安全情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されている場合が
あります。詳しくは以下をご確認ください。 
 外務省 海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
 外務省 海外旅行登録「たびレジ」 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 
 外務省 領事サービスセンター（海外安全相談班） 03－5501－8162 
渡航先に「海外安全情報」が発出された場合の取扱について 
レベル1：「十分注意してください。」 

イ 通常通り催行いたしますが、当社にて海外安全情報の書面をお受け取りください。 
ロ 契約成立後に取消された場合には、パンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。 

レベル2：「不要不急の渡航は止めてください。」 
イ 原則催行いたしませんが、当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、 

催行いたします。その場合の対応はロ以下です。 
ロ 当社は海外安全情報の書面を交付し、危険回避措置に関する説明を行います。 
ハ 同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、 

従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。 
ニ ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に 

行けないなど旅行内容に重要な変更（第22項の表の左欄に掲げるもの）が生じた場合は、取消料を 
収受いたしません。 

ホ 渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。 
レベル3：「渡航は止めてください。（渡航中止勧告）」 
レベル4：「退避してください。渡航は止めてください。（退避勧告）」催行を中止いたします。 
衛生情報について 
 渡航先の衛生情報については、以下をご確認ください。 
 厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために http://www.forth.go.jp/ 
■旅行代金・追加旅行代金 
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいい、追加代金
とは、1人部屋追加代金、ビジネスクラス追加代金、延泊による宿泊代金等をいいます。 
■確定日程表 
確定した航空機の便名や宿泊ホテル名（および添乗員が同行しない場合は現地手配代行者との連絡方法）な
どが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の７日前以降にお申込の場合
は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況
についてご説明いたします。 
■旅行契約内容・代金の変更 
(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計

画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更する
ことがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動によ
り通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を
変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日
より前にお知らせします。 

(2)複数で申し込んだお客さまの一方が契約を解除したために他のお客さまが一人部屋となったときは契約
を解除したお客さまから取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金
を申し受けます。 

 
■取消料のかかる場合(お客さまによる旅行契約の解除) 
＊ピーク時とは12/20～1/7、4/27～5/6、7/20～8/31をいいます。 
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。 
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。 

 
■取消料のかからない場合(お客さまによる旅行契約の解除) 
下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示) 
①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項１～９に定める事項をいい 
ます。 ②旅行代金が増額された場合。 ③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。 
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。 
■当社による旅行契約の解除 
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります（一部例示） 
①お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって、23日目（ピーク時は33日目）に当る日より前に旅行を中止する旨をお客さまに通知し
ます。 ②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき ③申込条件の不適合 ④病気、団体行動への
支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。⑤お客さまが■お申し込み(9)①から④のいずれかに
該当することが判明したとき 
■当社の責任 
当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠
償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また
次のような場合は原則として責任を負いません、お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅
行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被っ
たとき。 
■特別補償 
当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定
の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日
数により4万円～40万円、通院見舞金として通院日数により2万円～10万円、携行品にかかる損害補償金(15
万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は1O万円)を支払います。ただし、日程表において、
当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが
被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。 
■旅程保証 
旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内
容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について
支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の
額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記
の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。 

変更補償金の支払いが必要となる変更 
1件あたりの率(%) 

旅行開始前 旅行開始後 

１．契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0 
２．契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)

その他の旅行の目的地の変更 
1.0 2.0 

３．契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備の
それを下回った場合に限ります。) 

1.0 2.0 

４．契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 
５．契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の

異なる便への変更 
1.0 2.0 

６．契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由
便への変更 

1.0 2.0 

７．契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を
定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊
機関の等級を上回った場合を除きます。) 

1.0 2.0 

８．契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件
の変更 

1.0 2.0 

９．前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事
項の変更 

2.5 5.0 

■お客さまの責任 
お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりませ
ん。お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画
旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後に、契約書面に
記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、
当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれぱなりません。 
■お客さまの交替 
お客さまは当社が承諾した場合、交替に要する実費（下記参照）および手数料として1万円をお支払いいた
だくことにより交替することができます。 
(1) エコノミークラス利用の場合（上位クラスへ変更の場合も適用）また下記（ ）はこども。 

北米（ハワイ含む）・中南米・ヨーロッパ（ロシア除く）・アフリカ・中東･･･17,500（13,200）円 
アジア（韓国除く）・ロシア・ミクロネシア・オセアニア・南太平洋・中国･･･10,000（7,500）円 
韓国･･･6,000円（4,500）円 

(2) ビジネスクラス・ファーストクラス利用の場合 全方面･･･1,000円（大人・こども共通） 
＊航空会社により上記金額と異なる場合がありますが、その場合は別途明記いたします。 

■海外旅行保険について 
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります、また、事故の場合、加害者への
賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等
を担保するため、お客さまご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険
については係員にお間い合わせください。 
■お買い物案内について 
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の
選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、
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およびレシー
トの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元
にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客さまご自身の
責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がござ
いますので、ご購入には十分ご注意ください。 
■事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、
通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) 
■個人情報の取扱いについて 
イ．当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）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、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用させていただく
ほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機
関等に提供いたします。 

ロ．当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連
絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。 

 当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。 
 住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス 
ハ．上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご

確認ください。 
■募集型企画旅行契約約款について 
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希
望の方は、ご請求ください。当社ホームページhttp://www.knt.co.jpからもご覧になれます。当社はいかな
る場合も旅行の再実施はいたしません。この書面は、旅行業法第12条の４による取引条件説明書面になりま
す。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条の５により交付する契約書面の一部になります。 
12条５により交付する契約書面の一部になります。  

 
お客さまは、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
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日目から31日目までの取消 

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日目から3日目までの取消 旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前々日以降旅行開始までの取消 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額 

お問合せ・お申込先 
近畿日本ツーリスト株式会社 トラベルサービスセンター東日本 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-24  西新宿ＫＦビル3階 

TEL.03-6730-3220 FAX.03-6730-3229 
「北インドと南インドを巡る エッセンシャルオイル視察ツアー」係 

担当：俵山、小室 
営業日・営業時間：月～金曜日 10:00～17:00（土日・祝日休） 

＊休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、 

翌営業日の受付となります。 

総合旅行業務取扱管理者：伊藤義彦・小室智恵子 
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。このご旅行の契約
等に関し、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ご
質問ください。 



 
FＡＸ：０3－６７３０－３２２９ 担当：俵山・小室行  
 

 

近畿日本ツーリスト株式会社御中  

別紙パンフレットに記載の旅行条件に同意します。また旅行手配およびお客さまとの連絡等のために必要な範囲内での運送・宿泊機関、本ツアーで提携の団体・企業への 

個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申し込みます。 

 

※この申込書は渡航書類を作成する基本データになります。もれなく正確に楷書でご記入ください。               お申込日：   年   月   日  

 9/24発 北インドと南インドを巡る エッセンシャルオイル視察ツアー  
ご参加申込書 

5/31（水）申込締切 

ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 
□男性 
□女性 

国籍 喫煙について 

氏 名 

(漢字) 
  

□ 日本国籍 

□ その他(       ) 

□ 喫煙 

□ 禁煙 

パスポート

のローマ字 

姓/Surname 名/Given Name 
生年 

月日 

西暦    年   月   日 

(□昭和 □平成   年) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 〒    － 

ご自宅 

 

TEL:     －      － 

職業 
□会社員 □会社役員 □会社社長 □公務員 

□団体職員 □団体役員 □学生 

□その他(            ) 

E-mail                @                    パソコンからのメール受信可能なアドレス 

弊社からの 

日中のご連絡先 
□ご本人   ⇒  □E-Mail  □携帯電話  □ご自宅  □勤務先（                ） 

書類送付先 

□ご自宅  
□勤務先  住所：                      所属先・会社名：     
      名称                       部署名： 
      電話番号： 

渡航中の国内連絡先 

(ご家族に限ります) 
氏名 

(続柄:        )★ご家族に限ります。 

住所: 

TEL:   -   -    

【パスポート】 ２01８年３月３０日以降も有効なパスポートをお持ちですか？ 

□ 持っている⇒ 有効期間満了日：    年   月  日  当参加申込書とあわせてパスポートコピーをお送りください。 

□ 持っていない、または申請中⇒ 取得日:   月  日  受領次第、パスポートコピーをお送りください。 

出入国書類作成 □ 依頼しない   □日本税関申告書作成を依頼する(5,400円) 

インド査証 
取得代行 

□ 希望しない   □希望する（代行手数料8,640円＋査証実費【別代金】） 

お部屋について 
□ 一人部屋利用追加代金(別代金44,000円／合計5泊)  □ 2名1室（ツイン）利用   
同室希望者          様 
※他のお客様との相部屋はお受けしておりません。 

国内交通について 
（ 別 代 金 ） 

□希望しない   

□希望する   最寄特急停車駅又は最寄空港(            ) 駅 / 空港  

海外旅行保険 □申込しない □近畿日本ツーリストに申込みする ⇒ 後日パンフレットをお送りいたします。 

備  考 
 
 

※FAXによるご送付も受付けておりますが、着信確認のお電話をお願いいたします。(ＴＥＬ：０３-６７３０-３２２０) 

※各代行手数料には消費税 ８％が含まれています。 

 

6/30（金）


