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終 日 1専用バス 午前 :落差 フ4mアジア最大の滝◎黄果樹瀑布

(約 2時間 /150km)
滝の表からと裏からの水のカーテンをお楽しみください

午後 :カルス ト地形・鍾予L洞◎龍宮

小舟にのり、七色にライトアップしている幻想

的な洞窟内の鍾手L洞を見学します

見学後、貴陽ヘ

タ食 :現地旅行社主催歓迎宴
<貴陽泊>〔コ田]i田

終 日 1専用バス陽

里

陽

菫員
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動
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午前 iロ ングスカー トミャオ族村◎季刀村

※ミャオ族の歌や踊りの歓迎式をお楽しみください

※素朴な村の中を散策します

午後 :貴州で一番大きなミャオ族村0西江千戸苗案ヘ

(約 3時間 /200km)
※村の全景が眺められるポイントにこ案内

いたします

見学後、貴陽ヘ

タ食 :ミャオ名物料理 :酸湯魚]を こ賞味ください

j【オプション1大型民族歌舞『多彩なる貴州の風』
:

:費用 :お一人様 7,000円 夜800～ 930舒定)i
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<貴陽泊>回 □ 田

5/30
(土)

貴陽のシンボル0甲秀楼

中国南方航空にて、関西空港へ
  匡][ョ ロ

貴 陽

黄陽空港発

関西空港着

募集人員 30名  (最少催行人員 15名様)

こ利用航空会社 :中国南方航空 (CZ)
こ利用予定ホテル:貴陽ノボテルホテル(4星 )

※お二人様1部屋利用
)く ホテルの部屋にはパスタプはこざいません
シャワーのこ利用となります

食 事 :朝食3回/昼食2回/夕食2回

添乗員 :関西空港から同行いたします

追力1個室代金 :18,000円 (3泊分)

※表記時間|よ全てその現地の時間です。関西=日本の現地時間 その他=各都市の現地時PB5

※時刻改正または現地のやむを得ない事情により、日程や見学先が変更される場合があります。

※記号の見方 :◎入場観光 (有料)○入場観光 (無料)また|よ外観見学 △車窓見学

□→朝食 0圏→昼食 1■→夕食 [コ
→なし囲→機内食

■募集型企画旅行契約
この旅行は、日中平和観光株式会社 (以下「当社:と しヽう)が 企輌I・ 実施するt)//で、お客様|ま

当社と与集型企画了行契約 (以下「旅行契約Jと いう)を締結十ることになります。

また、ま行条件は本ノ`ンフレットほか旅行条件書、出発前にお渡しする最終f子 程表と称する確

定書面及び旅行業約款募集型企画旅行契約′,吉

「
こよります.

■旅行契約成立時点
ti行契約it、 当社らが契約の締結をTf諸 しlil△ 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

■申次令
旅行代金 10万 円未満 10万 再以上15万円未満 15万円以上30万日未満

申込金 (お一人様 )
贅行代金の20%以 L

旅行代金まで
2万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金まで

■お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」と|ま 、募集広告またはバン,7レ ットなどの価格表示欄に「旅行代金J

として表示 t´た金額と千追加代金Jと して表示 t´た金額の合計額をいいます。この合計金額が
「申込金J「 取消|IJ「 違約金|「変更補償金Jの額を算出する際の基準になります。

■旅行代金のお支払い

旅行代金は旅|テ開始日の前日から起算して、さかα)ぼって21日 目にあた2・ l日 より前に てお中込が

間際の場合lttttiら が指定する期日までに)お支払い頂きます,

日取消料
旅行t_約成立後、お客様の都合で契約を解除される場合は以下の金額を取消料として申し受け

ます。
C)渡 li費用II関 して

旅イ
=美

約の取;1期 目       ‐      取消● (おひとり)

8｀補 [馳躙又鵜薔層雪腿篠 鷺tttEll働

五k行開始日の前日から超算して、さかのぼつて

30日 目に当たる日以肇3日 □に当たる日まで

旅行代金が15万円以上30万円未満 30000円
旅行代金が10万円以上1511日 未満 20000円

‐lJ‐ 行代金が10万円来消   旅行代金の20%

薇
`lr.l■

日のlt々 日および前日1■鐸         1旅 行l‐ 金の50%

t長年開始ヨめ無連絡不参●また|ま
I‐

`=開

始後の取消 l itl=●■の100%

■旅行条件要旨基準日
この方ま●条件要旨の基準日は、2015年 3月 21日 です。lll行代金|まヨ在有効なt,のとして公示さオ■

ていろ航空運賃・適 ll規則を■準として算出しています。
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貴陽ノポテルホテルはフランスアコーホテルグルー

プが管理して、貴陽市のにぎやかな商業とシヨッピ

ングセンターに位置します。責陽駅から車より約 5
分、貴陽空港から車より 15分ぐらしで す。

ミャオ族名物料理 融 湯魚」

タイ料理の トムヤムクンに似たスープ料理。トマ ト
ベースのスープの中に、川彙や地元の野菜がたくさん

入つてしヽます。少し辛く酸味もあり、いろしヽろなスパ

イスや香草も効いています。

この民族歌舞は、中国の少数民族と員いヽの美しい自然が織りなす、

華置で壮大な舞台を繰り広げます。ミャオ族、トン族、ヤオ族、

イ族、■―ラオ族などの歌や踊りが楽しめます。色鮮やかで迫力

ある音と光の舞台芸術の結晶です。

`冨

ずみ教ぇ株ぇ合摯
〒460…0003 名古屋市中区錦2… 15‐22り そな名古屋ビル

総合旅行業務取扱管理者 孟 聾具 ()ザ 汁

*お PoStヽ合わせ ,お申込みは

饒腋瞼隧鶉洟鰺爾肱饒鼈繭燎瘍魏悛
お問合せをいただきましたら折返し申込用紙を発送します

営業8寺間 i月～金/09:30～ 18:00 土・日・祝日は体業

一送

日次 移動都市 時間 交遅機関

誨
内

閣西牢港撃 18:10

21:55貴陽空港着

ヨ 5/29
(金 )

3

硼
］

5/31
(日 )

午 一馴

12:40

17:00

専用バス

CZ8395

イ星1貴陽ノボテルホテル

大型民族歌舞 《多彩なる貴州》


