2012 年
３月４日（日）出発

電車やフェリーに乗って、世界中の旅人と触れ合う旅へ

これから波乗りニュージーランド 7 日間
このツアーで体験できるアクティビティ

フィールド滞在時間

●海の滞在時間

約 15 時間

3/4 （大阪 a）東京 a
〔午後：大阪
（伊丹または関西）
発。
空路、
東京
（羽田または成田）
へ。
〕
夕刻 : 東京（成田）を出発。空路、
ニュージーランドの玄関口オー
クランドへ。
001 a

3/5 a オークランド a クライストチャーチ

★
© Paul Abbitt
南半球の楽園ニュージーランドでサーフデビュー！

Tour Point
初心者歓迎！経験豊富な 3 人のサーファーによる安心サポート
サーフボード、リーシュ、ウエットスーツは現地で無料レンタル
地元の人や世界中からの旅人との出会いを求めて電車やフェリーを利用

ニュージーランド流
サーフトリップへのススメ
混雑の少ない、ゆったりとした雰
囲 気 が 漂 う ニ ュ ー ジ ー ラ ンド の
サーフスポットではローカルサー
ファーもフレンドリーで、旅行中
のサーファーとの出会いにも恵ま
© Chris McLenran
れています。海の中だけではなく、
穏やかな時間が流れるサーフスポット
豊かな自然に溶け込むように作ら
れている街はもちろん、電車やフェリーでも旅行者を受け入れてくれる大ら
かな時間が流れます。この国の持つ魅力的な時間の流れ方を感じる旅に出か
けてみませんか？

サーフィン大好き！ 頼もしいスタッフががっちりサポート
サーフィンを始めるのに適したボード、波を選んでくれるローカルコー
チ。現地在住のアウトドアスポーツをこよなく愛する日本人ナビゲーター。
ニュージーランドでサーフィンと出会い、人生が変わった添乗員。誰しも始
めは初心者からのスタートです。サーフ経験豊富な 3 人のスタッフが安全に
楽しくあなたのデビューをサポートします。

午前：オークランド空港到着。到着後、国内線に乗り継ぎ南島
の玄関口クライストチャーチへ。
午後：到着後、車で市内へ。
サーフレッスンスタート。ウエットスーツに着替え、サーフボー
ド片手にいざ海へ。まずはビーチでレクチャーを受け、レッツ・
サーフィン！ 思い切り波を感じましょう。
100　 3
※滞在中の昼・夕食はローカルなカフェやレストランへ行き、
各自お好みのメニューをご注文いただきます（各自負担）
。

3/6 クライストチャーチ
午前：サーフレッスン。
午後：フリーサーフィン。
（ガイドと添乗員は同行します）
上達の速度は人それぞれです。ひとつひとつ疑問を解消してい
きましょう。
400　 3

3/7 クライストチャーチ d カイコウラ
午前：電車で多様な海洋生
物の恵みを受ける町カイコ
ウラへ。
午後：到着後、フリーサー
フィン。体力に合わせてお
過ごし下さい。ビーチ沿い
のカフェでゆったりとした
時間を過ごすのもいいで
しょう。

電車に揺られながら海を目指します

400　

3

3/8 カイコウラ
終日：サーフレッスン。
ポイントを移動すれば波質も変わります。自分好みの波を探し
ましょう。どんな波に乗ってみたいか、好みのサーフスタイル
を見つけましょう。
400　 3

3/9 カイコウラ d ピクトン s ウェリントン
a オークランド a

午前：電車で南島の北部に位置する小さな港町ピクトンへ。そ
の後フェリーで海峡を渡り北島のウェリントンへ。
夜：国内線でオークランドへ。
深夜：空路、帰国の途へ。
401　 a

3/10 a 東京（a 大阪）
午前：大阪（関西）着。
〔大阪（伊丹または関西）発。空路、
東京（羽田または成田）着。
〕

100

ご旅行代金
2012/3/4（日）

※別紙ご旅行条件書と合わせてお読み下さい。

東京・大阪発 386,000 円

最少催行人員●６名（定員 10 名） 添乗員●同行します 一人部屋追加代金●設定な
し 燃油特別負荷運賃● 43,000 円（2012 年１月１日現在） 利用予定ホテル●［クラ
イストチャーチ］モアケーブゲストハウス＆モーテル、マリーンバー＆バックパッカーズ、
サムナーベイモーテル ［カイコウラ］トップテンホリデーパーク、
アルパインパシフィッ
クホリデーパーク、ペケタホリデーパーク
【ご注意】お部屋は 2 名～ 4 名の男女別相部屋になります。
ニュージーランドで一緒にサーフィンを楽しみましょう！
20120126

ご旅行条件

パンフレットの見方
日程表時間帯目安

■利用予定航空会社：ニュージーランド航空
■旅券・査証
ビザは不要。入国時に旅券の残存有効期限が３ヶ月 + 滞在日数以上残っ
ているパスポートが必要です。

早朝

4:00

■ご旅行代金に含まれないもの
◎弊社が事前に代理徴収するもの
成田空港使用料：2,040 円
成田空港旅客保安料：500 円
羽田空港使用料：100 円 / 回
旅客サービス料：14 ニュージーランドドル（約 900 円）
旅客保安税：11 ニュージーランドドル（約 690 円）
国内線空港税：4.28 ニュージーランドドル（約 270 円）
燃油特別付加運賃：43,000 円（2011 年 11 月１日現在）

午前

7:00

午後

12:00

夕刻

17:00

夜

19:00

深夜

23:00

4:00

日程表中に記載されている時間帯の目安はおおむね上記の通りです。尚、交通機関
における諸事情により多少の変更が生じる場合があります。あらかじめご了承下さい。

MARKING

■大阪発について
大阪発の代金には、羽田空港～成田空港間の交通費は含まれておらず、こ
の交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となります。羽田空港～成田
空港間のリムジンバス代は片道 3,000 円（2011 年 11 月現在）です。

a
h
s
j

飛行機
車
船・ボート
徒歩
カヤック

2 ホテル泊
宿 泊

■お一人部屋追加料金について
お一人部屋をご希望の場合は、別途「お一人部屋追加料金」が掛かりま
す。料金は各ツアー代金表の項目をご参照下さい。相部屋のご希望の場
合でもお相手が見つからなかった場合は原則「お一人部屋追加料金」を
申し受けます。

朝食
昼食
夕食
機内食
食事なし

移 動

食 事

◎各自でお支払いいただくもの
超過手荷物料金、クリーニング代、その他個人的な費用

4
5
6
1
0

ロッジ泊
コテージ泊
山小屋泊
テント泊

気軽にハイキング

イルカと泳ぐ

マオリ文化に触れる

しっかりトレッキング

キャンプ

苔・巨木の場所へ

カヤック体験

おしゃれなロッジ

おいしいワイン

はじめてのサーフィン

森の散策

国立公園内に泊まる

※ご注意：燃油付加運賃、空港諸税等について

燃油特別付加運賃は、世界的な燃油価格高騰により航空会社が設定されているもので
す。日本および諸外国の空港諸税等（出国税・保安税・空港利用税等）も、航空券代金
と一緒に徴収する事が増えてきました。これらはご旅行代金とは別に頂きますので、あら
かじめご了承下さい。記載した金額は 2011 年 11 月時点のものですので、詳細はツアー
お申込時にご案内させて頂きます。それらの金額は航空会社や関係諸機関の都合、およ
び為替レートにより変動することが予想されます。
なお、
外国通貨建て表示による換算レートの日本円金額は、
毎月１日のBSRレート
（IATA
公示レート）により確定、当日より適用し、外国通貨建て金額を日本円に換算し、１円単
位切り下げの 10 円単位表記になります。お申し込み日（請求書を発行する日）に該当す
る月の換算レートで計算したものを確定料金とし、
請求書を発行させていただきます。レー
ト変動による過不足が生じても差額徴収や返金は致しませんが、燃油特別付加運賃およ
び空港諸税等の金額自体の変動による過不足の際は差額徴収や返金は致します。

その他諸条件は
各パンフレットをご参照下さい。

◎渡航先（国又は地域）によっては「外務省海外危険情報」等、国・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。お申込みの際に「海外危険情報に関
する書面 」をお渡しします。また、
「外務省海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認下さい。
◎渡航先の衛生状況については、
「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/」でご確認下さい

申込金

必ずご一読下さい

※お申込の際は、
ご旅行条件
（全文）
をお受け取り下さい

ご旅行条件（抜粋）

なお申込み（契約成立）となります。期限を越
募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、
株式会社風の旅行社（以下当社） えますと当社は予約がなかったものとして取り扱
が企画・募集し実施する企画旅行であり、この うことがありますのでご注意下さい。
旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅
旅行代金に含まれているもの
行契約を締結することになります。
（2）契約の内容・条件は募集広告（パンフレット） 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
等のコースごとに記載されている条件のほか、本 （１）利用運送機関の運賃・料金（エコノミーク
旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及 ラス席利用料金とします）
び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の （２）送迎バス等の料金（移動等のバス又は車代）
とガイド料金
部）
」によります。
（３）観 光の料 金
（バス料金、
ガイド料金、
入場料
金）
旅行の申込み及び契約の成立
ご来店の場合は、当社所定の申込書に所定の事 （４）宿泊の料金（2 人 1 室利用、税、サービス
項を記入し、お申込金又は旅行代金全額を添え 料金含む）
てお申込みいただきます。電話等の通信手段に （５）食事の料金（税、サービス料金含む）
よる申込の場合は、当社が予約を承諾した後に （６）手荷物運搬料金（航空会社の規定重量、
「ご出発までの手続き」をお送り致します。同書 容積、個数の範囲内）
類をお客様が受取られてから３日以内に申込金 （７）団体行動中の心付
または旅行代金全額のお支払いと、申込書の提 （８）ガイド料金（トレッキングガイド等）
出をお願い致します。２つが揃った時点で正式 （９）添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用
80,000 円
旅行代金が 50 万円以上
されなくても原則として払い戻しはいたしません。
旅行代金が 30 万円以上
50 万円未満

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

旅行代金に含まれていないもの
上記の他は旅行代金に含まれません。その一部
を例示します。
超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を越

える分について）
、クリーニング代、電報・電話料、 ができます。
ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追 旅程保証
加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う （１）当社は、旅行契約内容の重要な変更が生じ
税・サービス料、渡航手続関係諸費用、オプショ た場合は、当社旅行条件書定める条件により、
ナルツアーの料金、運送機関が課す付加運賃・ その変更内容に応じて、旅行代金の 1 〜 5％に
料金（例：燃油サーチャージ）
、日本国内の空 相当する変更保証金をお支払います。ただし、
港施設使用税、日本国内のご自宅と集合地・解 変更補償の額は、お客様一人に対して１旅行に
散地間の交通費、宿泊費等、旅行日程中の空港 つき旅行代金の 15％を限度とします。
税及び各国出入国税等、海外旅行傷害保険料、
障害・疾病に関する医療費及び救援に関わる費 お客様の責任
用、お客様のご希望によりお一人部屋を使用さ お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際
しては、当社から提供された情報を活用し、旅
れる場合の追加
行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約
の内容について理解するよう努めなければなり
旅行契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料を当社にお支払い頂 ません。
くことにより、いつでも旅行契約を解除すること
個人情報の取扱いについて
旅行契約の取消
取消料
当社および受託旅行業者は、旅行申込書に記載
旅行開始日の前日から起算して
いただいた個人情報について、お客さまとの連
旅行代金の10%
さかのぼって 40 日目に当たる
（ピーク時のみ） 絡、運送・宿泊機関等の手配、ご旅行アンケー
日以降 31 日目に当たる日まで
ト送付、弊社発行の通信の送付等に利用させて
旅行開始日の前日から起算して
頂きます。詳しくは当社ホームページのプライ
さかのぼって 30 日目に当たる 旅行代金の20%
バシーポリシーをご参照下さい。
日以降 3 日目に当たる日まで
旅行開始日の前々日、前日及び
旅行開始日当日

旅行代金の50%

旅行開始日の無連絡、または
旅行開始後の取消

旅行代金の全額

ご旅行条件・旅行代金の基準
このご旅行条件は、2011 年 11 月 1 日現在
の運賃・料金を基準としております。

※「ピーク時」とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、 4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7 月 20 日から 8 月 31日までをいいます。

●旅行企画・実施・お問い合わせ

株式会社

風の旅行社

http://www.kaze-travel.co.jp/
e-mail: info@kaze-travel.co.jp

■東京本社 〒 165-0026 東京都中野区新井 2-30-4

観光庁長官登録旅行業 1382 号
日本旅行業協会（JATA）会員

I.F.O ビル 6F

TEL: 0120-987-553

FAX: 03-3228-5174

総合旅行業務取扱管理者

TEL: 0120-987-803

FAX: 06-6343-7518

総合旅行業務取扱管理者

■大阪支店 〒 530-0001 大阪市北区梅田 2-5-25

ハービス PLAZA3F

原 優二
小宮山 香織

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。この旅行契約に関し、
担当者からの説明に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尋ね下さい。
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