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夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

オランダ
ベルギー

フランス

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ

イタリア
マルタ

NETHERLANDS

アムステルダム オリジナルウォーキングツアー
アムステルダム発 ［運行会社］H.I.S. AMSTERDAM

※3歳以下（無料）のお客様にはコロッケの試食は含まれていません。 ※当日の現地事情により
訪問の順番が変わる場合があります。 ※子供料金は大人2名以上との同伴の場合のみ適用です。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100％を申し受けます。

NL337

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 190ユーロ、2名以上 98ユーロ　
 子供（4～12歳）59ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（4/27を除く）
出　発 9:30　中央駅前のパークプラザ・ビクトリアホテル前
所要時間 約2時間30分
解　散 スパウ広場

街の魅力をたっぷりとご案内
9:30 出発▶10:00 アンネフランクの家（外観）
▶10:20 ダム広場▶10:40 ムントの塔▶11:00 
ワーテルロープレイン▶11:20 マヘレの跳ね橋▶
11:30 レンブラント広場▶11:50 シンゲルの花市
▶12:00 スパウ広場　
※トラム24時間券＋コロッケ付

日本語ガイドと歩く アムステルダム インスタ・
スポットとB級グルメ 半日ウォーキングツアー

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※アムステルダム・タワーの入場料は含まれていません。ご希望の方は当日お支払いください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％
を申し受けます。

NL302

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 289ユーロ、2名 148ユーロ、3名 112ユーロ、
 4名    89ユーロ、5名    77ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（4/20～22・26・27、5/8、12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 9:00、13:30　アムステルダム中央駅 VVVツーリストオフィス前
所要時間 約3時間30分
解　散 アムステルダム中央駅

インスタ映えスポットを探そう！
9:00/13:30 中央駅より出発▶レトロでお洒落な
ヨルダン地区、下町西地区など散策▶大規模
フードコートもある旧トラム操車場を改造した
デ・ホーレン訪問▶11:40/16:20 中央駅に向け
て出発▶12:30/17:00 中央駅着　※ご希望の方
にはアムステルダム・タワー入口までご案内して終了

プライベート

アムスっ子の日常を見よう　
アムステルダム・マルクト（朝市）＆カフェツアー

アムステルダム発 ［運行会社］H.I.S. AMSTERDAM

※3歳以下（無料）のお客様にはカフェでのケーキと飲み物は含まれません。 ※当日の現地事情によ
り訪問の順番が変わる場合があります。※子供料金は大人2名以上との同伴の場合のみ適用です。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100％を申し受けます。

NL338

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 245ユーロ、2名以上 125ユーロ　
 子供（3～11歳）60ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 土
出　発 8:30　中央駅前のパークプラザ・ビクトリアホテル前
所要時間 約3時間30分
解　散 アムステルダム・アンティークセンター

活気溢れる下町を地元っ子気分で散策
徒歩で出発▶オシャレな下町ヨルダン地区▶9:00 マルクト（朝
市）見学▶10:30 カフェで名物アップルパイとコーヒー（また
は紅茶）で休憩▶ 11:00 世界遺産の運河沿いを散策▶
11:30 アムステルダム・アンティークセンター着、ヴィンテー
ジ小物から年代物の宝石、家具まで、ヨーロッパのアンティ
ークを見ることができます。 ▶12:00 アムステルダム・アンティークセンターで解散　※ご希望の方
には人気のショッピングストリート「9本の通り De negen straatjes」の入口までご案内して終了

アールスメール花市場　日本語ガイドツアー　
園芸専門家がご案内

アムステルダム発 ［運行会社］H.I.S. AMSTERDAM

※6:30までに各自ご集合ください。時間を過ぎても集合場所に現れない場合は、キャンセルとみなします。※当日
の現地事情によりスケジュールが変わる場合があります。※子供料金は大人2名以上との同伴の場合のみ適用です。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100％を申し受けます。

NL339

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 299ユーロ、2～3名 159ユーロ、4名以上 109ユーロ
子供（4～11歳）49ユーロ　

 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月・火
出　発 6:30　中央駅前のパークプラザ・ビクトリアホテル前
所要時間 約4時間
解　散 アムステルダム中央駅

世界最大の花の取引所
この道30年の在オランダ園芸専門家 対馬淳一氏が、世界
最大の花の取引所を効率良く個人では分からない舞台裏
まで詳しい説明とともにご案内します。巨大な市場に集め
られた膨大な花の種類と数に圧倒されること間違いなし！
6:30 バスで出発▶7:30 アルスメール花市場見学 （約2時
間）▶10:30 アムステルダム中央駅前着後、解散　※途中のミュージアム広場での解散も可
能です。ご希望の場合は当日、事前にガイドにお知らせください。

日本語ガイドと列車で行く　
ハーレム半日観光

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※バフォ教会以外の入場料は含まれていません。ご希望の場合は当日お支払いください。※当日お渡しする切符で同日の遅
い時間の列車に乗車することも可能です。その場合、ガイドはハーレムで終了し、お客様ご自身でアムステルダムにお戻り
ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

NL309

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 263ユーロ、2名 144ユーロ、3名 107ユーロ、
 4名   88ユーロ、5～6名 75ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土、7～8月の日曜午後
 （4/20・21・26・27、5/8、12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 9:00、13:30　アムステルダム中央駅 VVVツーリストオフィス前
所要時間 約4時間
解　散 アムステルダム中央駅

オランダの小京都へ
9:00 電車で出発、ハーレムへ▶9:30 ハーレム
着後、バフォ教会（入場）など市内徒歩観光▶
12:30 電車でアムステルダムへ▶13:00 アムス
テルダム中央駅着、終了

プライベート

日本語ガイドと歩く　アムステルダムのエスプリ　
デ・ワーレン探訪　イブニングウォーキングツアー

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ウォーキングツアーですので歩きやすい靴でのご参加をおすすめします。※交通費は含まれて
いません。※貴重品はご持参されないことをおすすめします。※変更取消料として、参加日の（土
日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

NL301

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 125ユーロ、2～6名 63ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（4/20～22・26・27、5/8、12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 18:30　アムステルダム中央駅 VVVツーリストオフィス前
所要時間 約1時間30分
解　散 デ・ワーレン地区

「飾り窓」に象徴されるエスプリに触れる
18:30 中央駅出発▶旧チーズ計量所、最古教
会、隠れ教会、各種オモシロ博物館などを外か
ら見学▶飾り窓や歓楽街、運河沿いを散策▶ブラ
ウン・カフェのひとつに入店▶20:00 終了

プライベート
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NETHERLANDS

日本語ガイドがご案内　
国立美術館とゴッホ美術館　半日鑑賞

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※最小限の小さな手荷物でご参加ください。※ゴッホ美術館では大きな声でのガイディングはできません。予
めご了承ください。※改修、作品の貸し出しなどにより、ご希望の作品をご覧いただけない可能性がありま
す。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受け
ます。

NL303

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 319ユーロ、2名 188ユーロ、3名 150ユーロ、
 4名 119ユーロ、5名 100ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（4/20～22・26・27、5/8、12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 9:15、13:30　アムステルダム中央駅 VVVツーリストオフィス前
所要時間 約3時間30分
解　散 ミュージアム広場

アムステルダムが誇る2大美術館
レンブラントやフェルメール、ゴッホなどの貴重な
作品を日本語ガイドの説明付きでご堪能ください。
9:15/13:30 中央駅前からトラムで移動▶
9:45/14:00 国立美術館入場▶11:15/15:30 
ゴッホ美術館入場▶12:45/17:00 ミュージアム
広場で終了

プライベート

日本語ガイドと列車で行く　マウリッツハイス美術館、デルフトと
国立美術館 1日観光～ヨハネス・フェルメール ツアー

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※月曜は午前と午後の行程が逆になります。※改修、作品の貸し出しなどにより、ご希望の作品
をご覧いただけない可能性があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除
く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

NL308

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 370ユーロ、2～5名 195ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（4/20～22・26・27、5/8、12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 9:00　アムステルダム中央駅 VVVツーリストオフィス前
所要時間 約8時間
解　散 国立美術館またはアムステルダム中央駅

フェルメールの作品と足跡をたどる
9:00 電車で出発、デン・ハーグへ（約50分）▶
10:10 マウリッツハイス美術館（入場）▶11:30 電
車でデルフトへ（約20分）▶着後、徒歩で市内中心
部へ（約15分）▶12:10 自由昼食時間▶デルフト市
内徒歩観光、旧教会（入場）▶14:00 電車でアムス
テルダムへ（約60分）▶15:00 アムステルダム中央
駅着▶15:30 国立美術館（入場）▶17:00 終了　

プライベート

日本語ガイドと列車で行く　
ザーンセ・スカンス半日観光

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※風車の入場料は含まれていません。内部見学をご希望の方は当日お支払いください。※ザー
ンセ・スカンスの道は、雨後など天候によりぬかるんでいる場合があります。※変更取消料とし
て、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

NL304

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 257ユーロ、2名 138ユーロ、3名 100ユーロ、
 4名 82ユーロ、5名  69ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（4/20～22・26・27、5/8、12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 9:00、13:30　アムステルダム中央駅 VVVツーリストオフィス前
所要時間 約3時間30分
解　散 アムステルダム中央駅

オランダの象徴　緑色の家 と々風車群
9:00 電車で出発▶9:30 ザーンセ・スカンス着
後、徒歩で風車地区へ▶9:50 ザーンセ・スカン
ス観光▶11:30 徒歩で駅へ▶12:00 電車でアム
ステルダムへ▶12:30 アムステルダム中央駅着

プライベート

日本語ガイドと専用車で行く　ザーンセ・スカンス、
エダム、フォーレンダム半日観光

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※風車の入場料は含まれていません。内部見学をご希望の方は当日お支払いください。※ザーンセ・スカン
スの道は、雨後など天候によりぬかるんでいる場合があります。※車とガイドの拘束時間は4時間です。滞在
時間の調整は可能ですが拘束時間を超えるリクエストの場合は超過料金が発生します。※天候や交通状況な
ど現地事情により、行程やルートの変更が生じる可能性ががあります。※車種の指定はできかねます。 
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

NL305

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 532ユーロ、2名 269ユーロ、3名 188ユーロ、
 4名 144ユーロ、5名 113ユーロ、6名 100ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（4/20～22・26・27、5/8、12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 9:00、13:30　アムステルダム市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所
所要時間 約4時間
解　散 アムステルダム市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

風車、木靴、民族衣装、チーズ
9:00 専用車で出発▶9:30 ザーンセ・スカンス
着後、徒歩観光▶10:15 エダムへ出発▶10:40 
着後、徒歩観光▶11:15 フォーレンダムへ出発 
▶11:25 着後、徒歩観光▶12:25 アムステルダ
ムへ出発▶13:00 アムステルダム着

プライベート

日本語ガイドと列車＆路線バスで行く　
クレラー・ミュラー美術館 1日観光

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※日程の時間は目安です。季節や曜日によって交通機関の時刻表が変わります。特に日・祝日のバスは大変
少ないため、運行に合わせて日程を調整します。※昼食は含まれていません。美術館内のカフェをご案内し
ます。※改修、作品の貸し出しなどにより、ご希望の作品をご覧いただけない可能性があります。※変更取
消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

NL307

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 385ユーロ、2～6名 199ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日　（4/20～22・26・27、5/8、12/25・26・31、1/1を除く）
出　発 9:15　アムステルダム中央駅 VVVツーリストオフィス前
所要時間 約8時間
解　散 アムステルダム中央駅

ゴッホ・ファン必見！
9:25 電車で出発▶公共バスを乗り継ぎ、クレラー・
ミュラー美術館へ▶11:15 クレラー・ミュラー美術館
（入場）▶美術館内カフェで自由昼食時間▶15:15 
公共バスを乗り継ぎ駅へ▶16:15 電車でアムステル
ダムへ▶17:05 アムステルダム中央駅着

プライベート

日本語ガイドと専用車で行く　クレラー・ミュラー美術館、
デ・ハール城とユトレヒト 1日観光

アムステルダム発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※改修、作品の貸し出しなどにより、ご希望の作品をご覧いただけない可能性があります。※車とガイドの拘束時
間は8時間です。滞在時間の調整は可能ですが拘束時間を超えるリクエストの場合は超過料金が発生します。※天
候や交通状況など現地事情により、行程やルートの変更が生じる可能性ががあります。※車種の指定はできかねま
す。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

NL306

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 983ユーロ、2名 506ユーロ、3名 365ユーロ、
 4名 283ユーロ、5名 230ユーロ、6名 200ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日　（4/20～22・26・27、5/8、12/25・26・31、1/1を除く）
出　発 9:30　アムステルダム市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所
所要時間 約8時間
解　散 アムステルダム市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

公共交通機関ではできない日程を専用車で
9:30 専用車で出発▶10:15 デ・ハール城（庭園
と外観）▶10:35 ユトレヒトに向け出発▶11:10 
ユトレヒト観光▶12:00 自由昼食時間▶13:15 
オッテルローに向け出発▶14:15 クレラー・
ミュラー美術館（入場）▶16:00 アムステルダム
に向け出発▶17:30 アムステルダム着

プライベート
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NETHERLANDS

欲張りアムステルダム　レンブラントツアー　
市内観光＋美術館入場（アムステルダム＆ライデン）

アムステルダム発 ［運行会社］H.I.S. AMSTERDAM

※美術館内には大きな物、リュックサック、飲食物は持ち込めません。※美術館内は一部撮影禁止の展示があります。原則としてフ 
ラッシュ撮影、ビデオ撮影、セルフィー棒の持ち込みはできません。 ※諸事情により見学内容が変わることがあります。 ※当日の状況
により、混雑時は入場列にお並びいただく場合があります。※移動はアムステルダム～ライデン間のみ車移動、それ以外は徒歩となり
ます。※美術館が催行会社の関与し得ない事由（ストライキなど）により突然閉館する場合、ツアーは不催行となります。ツアー出発
後に閉館した場合返金はできかねます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100％を申し受けます。

NL331

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 549ユーロ、2～3名 299ユーロ、4名以上 199ユーロ
子供（3～11歳）140ユーロ　

 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日　（4/27を除く）
出　発 9:30　ダム広場、NH クラスナポルスキーホテルの入口前
所要時間 約7時間30分
解　散 アムステルダム市内ご宿泊ホテル

レンブラントゆかりの2都市と2美術館
9:30 出発▶徒歩でレンブラントルート（ダム広場、旧教
会、計量所） ▶10:00 レンブラントハウス（入場）▶
12:00 アムステルダム国立美術館（入場）、レンブラント
の「夜警」などオランダ黄金期絵画のハイライト作品を
中心にご案内した後、自由行動▶14:00 専用車でリーカー
の風車へ▶15:00 レンブラントの生家跡が残る古都ライデン観光▶17:15 アムステルダム着

マウリッツハイス美術館＋お手軽ハーグ観光
アムステルダム発 ［運行会社］H.I.S. AMSTERDAM

※子供料金は大人2名以上との同伴の場合のみ適用です。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100％を申し受けます。

NL332

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 275ユーロ、2名以上 145ユーロ　
 子供（7～18歳）69ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日
出　発 9:00　アムステルダム中央駅の中央口時刻表スクリーン前
所要時間 約3時間
解　散 マウリッツハイス美術館

ハーグの宝石箱、マウリッツハウス美術館
9:00 電車でハーグへ▶10:00 ハーグ着後、ノー
ルデインデ宮殿、ビネンホフなど市内をお手軽
観光▶11:00 マウリッツハイス美術館着 ▶入場
後は「真珠の耳飾の少女」までガイドがご案内、
その後自由行動にてごゆっくりとご鑑賞ください。

チーズとビール　美味しい北オランダツアー
アムステルダム発 ［運行会社］H.I.S. AMSTERDAM

※入場料は含まれていません。※Jopenkerkが閉店もしくは貸切などにより、別の店になる場合があります。※ドリンクは各自最
初の1杯分のみが料金に含まれます。※3歳以下（無料）のお客様にはドリンクの提供はありません。※子供料金は大人2名以
上との同伴の場合のみ適用です。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100％を申し受けます。

NL333

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 250ユーロ、2～3名 125ユーロ、4名以上 99ユーロ　
子供（4～11歳）45ユーロ　

 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 金
出　発 9:00　アムステルダム中央駅の中央口時刻表スクリーン前
所要時間 約4時間
解　散 ハーレムのブラッセリー

北部オランダの2つの古都
9:00 電車で出発▶10:00 アルクマール着後、旧
市街、オランダチーズ博物館（入場料別）など
市内観光、4～9月はチーズ市見学▶12:00 
ハーレム着後、旧市街地、聖バフォ教会、跳ね
橋など市内観光▶ハーレムの地ビール醸造所へ
ご案内　※ドリンク1杯付 ▶13:00 醸造所の教会ブラッセリーで解散▶お好きな
時間に各自アムステルダムにお戻りください（切符をお渡しします）。

ロッテルダムウォーキングツアー
アムステルダム発 ［運行会社］H.I.S. AMSTERDAM

※入場料は含まれていません。※当日の現地事情により訪問順が変わる場合があります。※市場は、当日の状況、時期、天候
等により開催されない場合もありますのでご了承ください。※電車の遅延、欠便によるツアー時間、内容の変更、短縮について
は、一切の責任を負いかねます。その際の返金等はいたしかねますのでご了承ください。※子供料金は大人2名以上との同伴
の場合のみ適用です。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100％を申し受けます。

NL334

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 270ユーロ、2名以上 150ユーロ　
 子供（4～11歳）90ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 9:00　アムステルダム中央駅の中央口時刻表スクリーン前
所要時間 約3時間
解　散 ロッテルダム・マルクトハル

オランダ第2の都市
9:00 電車で出発▶ロッテルダム着後、市内観光
（中央駅、ミュージアム広場、デルフスハーフェ
ン、ユーロマスト、エラスムス橋、マルクトハ
ル、キューブハウスなど）▶ 12:00 マルクトハル
内で解散▶お好きな時間に各自アムステルダム
にお戻りください（切符をお渡しします）。

料　金 大人 1名 299ユーロ、2名以上 155ユーロ　
 子供（4～12歳）79ユーロ　
 ※［ 平日8:00以前・20:00以降、土・日・祝］ 

大人 1名 370ユーロ、2名以上 190ユーロ　子供95ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 スキポール空港ミーティングポイント
所要時間 約3時間
解　散 スキポール空港

アムステルダム発
乗り継ぎ時間に最適！ 空港発アムステルダム市内観光　専用車プラン

［運行会社］H.I.S. AMSTERDAM

日本語ガイド 1名催行

鉄道利用のエコノミープラン
大人 1名 210ユーロ、2名以上 110ユーロ　
子供（4～12歳）65ユーロ　
［平日8:00以前・20:00以降、土・日・祝］
大人 1名 245ユーロ、2名以上 129ユーロ 
子供（4～12歳）69ユーロ

スケジュール（目安）

スキポールプラザ、NSオランダ国鉄のチケット売
り場前にある紅白の立方体周辺にご集合ください。
スキポール空港にてガイドと待ち合わせ、アム
ステルダム市内へ
アムステルダム市内着後、徒歩、トラム利用にて
市内観光
ムントの塔、アンネフランクの家（外観）、ダム
広場など
観光後、スキポール空港へ
スキポール空港着

限られた時間に充実の市内観光
オランダで乗り継ぎの方にとても便利な、スキポール空港発着のア
ムステルダム市内観光です。オランダを知り尽くしたガイドの案内
で、限られたお時間に充実した観光が楽しめます。空港～市内へ
の往復移動は鉄道・専用車からお選びください。

NL335

NL336
※乗り継ぎ時間が6時間以上が対象です。※入場料は含まれていません。※観光中のト
ラム代は含まれています。※専用車プランの場合、専用車は空港～市内の移動時のみ
利用となります。※当日の現地事情や時間帯によっては訪問地や訪問順が変わる場合
があります。※集合場所に1時間を過ぎてもお越しいただけない場合、ツアーはキャン
セルとなり返金等はいたしかねます。フライトの遅延や欠航、自然災害、テロなどに伴
う当日のキャンセルに関しても同様ですのでご了承ください。※変更取消料として、参
加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。


