
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、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
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年6月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

ニッポンスモールラグジュアリー

ホテルのご紹介は裏面をご覧ください

長 野

憧れの名門山岳リゾート宿泊で早朝の大自然を楽しむ

憧れの山岳リゾート、上高地帝国ホテル宿泊の旅が実現しました。三角屋根の丸太小屋風
の建物、大自然に包まれ、穂高連峰をのぞむロケーションはスイスを思わせるようです。2
連泊しながら、晩秋の山々を愛でながらの滞在をお楽しみください。夕食は、季節の食材や
信州産の味覚を取り入れたフランス料理と和食をご用意しております。
旅の前半は、北アルプスの山 を々仰ぎ見る白馬に2連泊。宿泊は白馬を代表する山岳リゾー
ト「白馬東急ホテル」をご用意しました。美しく静かな森の中に佇み、優雅な山麓滞在をお楽
しみいただけることでしょう。上高地帝国ホテルは予約困難のため、出発日・部屋数限定で
のご案内となります。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお早めにお問い合わせください。

ツアープランナーより

憧れの上高地帝国ホテル2泊と白馬絶景の旅 5日間

雄大な穂高連峰に抱かれる上高地帝国ホテル雄大な穂高連峰に抱かれる上高地帝国ホテル　© 上高地帝国ホテル　© 上高地帝国ホテル
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上高地
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名門上高地帝国ホテルに宿泊　大自然の中で上質なおもてなしを

スイス・アルプスを思わせる赤い三角屋根と
丸太小屋風の外観。穂高連峰に抱かれた上高
地に日本初の山岳リゾートホテルとして開業
したのが上高地帝国ホテルです。一歩中へ入
れば暖かな木のぬくもりと、巨大なマントル
ピースがお出迎え。雄大な絶景とともに、優
雅なひとときをお過ごしいただけます。また、
上高地に宿泊するからこそ可能な早朝ウォー
クへガイドと共にご案内。河童橋では、透き
通る梓川に険しく連なる穂高連峰の息を呑む
ような絶景をご覧いただけることでしょう。 上高地帝国ホテルのシンボル マントルピースが優雅なひとと

きを演出

こだわりの宿

旬の食材を活かした帝国ホテル伝統フレンチ（イメージ）

楽楽

サービス
お荷物
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�◯北アルプスの2つの絶景　白馬と上高地に宿泊。
��◯上高地では予約困難な名門ホテル「上高地帝
国ホテル」に2連泊。

��◯帝国ホテル伝統フレンチディナーをご用意し
ました。

ここにご注目  旅のポイント白馬三山を一望　歩かずとも楽しめる最旬スポットへ
旅のスタートは白馬で2連泊。
滞在中は白馬マウンテンハー
バーへご案内。ゴンドラに約
10分乗車し、頂上の展望テラ
スへ。白馬岳、杓子岳、白馬
鑓ヶ岳の白馬三山が一望でき、
大パノラマを遮らないように
テラスはガラスで囲ってある
ため、北アルプスの絶景に飛
び込むかのような浮遊感を体
感できます。標高差2,200mの
北アルプスの絶景は圧巻です。

マウンテンハーバーから見る絶景の北アルプス（イメージ）

ガラスの囲いで、大パノラマを思う存分お楽しみいただけます（イメージ）

上高地のシンボル「河童橋」と穂高連峰（イメージ）　©アルプス観光協会

白馬を代表するリゾートホテルに2連泊

北アルプスを背景に美しい風景を見せてくれる白馬村。その白馬村を代表する山岳リゾー
トホテルが「白馬東急ホテル」です。美しく静かな森の中に佇み、比較的高級ホテルの少
ない白馬で、優雅な滞在を楽しめる貴重なホテルのひとつです。2連泊しながら、優雅な
山麓滞在をお楽しみいただきます。天然温泉やお食事も楽しみです。

こだわりの宿

■最少催行人員：10名　■食事：朝食4回、昼食2回、夕食4回　
■添乗員：名古屋駅ご出発から名古屋駅ご到着まで随行いたします。
■ホテル：白馬／白馬東急ホテル（トイレ・バス付き洋室）、上高地／上高地帝
国ホテル（トイレ・バス付き洋室）穂高連峰をのぞみ、大自然に囲まれた名門ホ
テルです。　
■利用予定バス会社：アルピコ交通または同等クラス
■利用運送機関：JR特急普通車指定席

1
名古屋駅10：00発D松本駅12：04着B●松本城（蔵
造りの町並みが残る○中町通の散策）B白馬16：30着
� 【2連泊】（白馬泊）ssy

2
白馬 （白馬マウンテンハーバー）
午前、白馬岩岳ゴンドラにて、アルプスの山々を見渡す絶
景展望台「●白馬マウンテンハーバー」へ。
� （白馬泊）asy

3

白馬10：00発B安曇野（●安曇野ちひろ美術館、○大
王わさび農場、●碌山美術館）B上高地16：00着　
宿泊は日本初の山岳リゾートホテルとして開業した名門「上
高地帝国ホテル」です。夕食はホテル内の「あずさ庵」に
て和懐石をご用意しました。 �【2連泊】（上高地泊）ahy

4

上高地（早朝ウォーク）朝、河童橋周辺の静かな上高地を
ガイドと共にウォーキング。W（大正池）午前、大正池ま
での散策を楽しみます。午後はゆっくりとホテルでお寛ぎく
ださい。夕食はホテルダイニングのフレンチをご用意しま
した。 � （上高地泊）asy

5
チェックアウトまでごゆっくりお過ごしください。
上高地11：00発B松本駅13：55発D名古屋駅16：
07着� ahs

ご自宅までお荷物を託送します。

集合・日数・出発日 旅行代金
【名古屋駅集合・5日間】　
11月6日（日） ¥248,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥60,000にて承ります）

※アップグレードプランのご案内
上高地帝国ホテル（2泊）では、客室のアップグレードプランをご用意
しております。ツインA（24㎡）⇒ ツインB（30㎡）追加 1室 ￥20,000
現地合流プラン：松本駅合流／松本駅離団 ￥11,000引き

重厚感あふれるロビーが迎えてくれます 森の中に佇む白馬東急ホテル
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