
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、ウエブサイトの旅行日程に明示した次に掲げるものが

含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ ホテル等の宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット
等に特に別途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準に
します。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付
⑨ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●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。その一部を例示します。
（１）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付

けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途の小旅行）の料金
（６）日本国内の空港施設使用料
（７）旅行日程中の海外の空港税、通行税、空港利用料、及び港湾利用料等
（８）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）

●お部屋について
（１）部屋割りは、原則としてホテル又は船会社が予め定めております。ま
た、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合がありま
す。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、各
地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

（2）可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく

場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、又は、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

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）

https://www.wastours.jp
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

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●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及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する詳細旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※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に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （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 ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・条件の
他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の旅行業約款により
ます。ご旅行条件は、2022年8月20日現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日・営業時間内にお願いします。当社の
営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お客様自身でも
お申込み時に必ずご確認願います。

（注2）「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。

（注3）上記表内の「お支払い旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等に「旅行代
金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行（貸切り航空機を
利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

アルバニア最初の博物館都市ベラット。
オスム川に面して「千の窓の町」と謳われます。
（2008年世界遺産に登録）

アルバニア最初の博物館都市ベラット。
オスム川に面して「千の窓の町」と謳われます。
（2008年世界遺産に登録）

コソボ・北マケドニア・アルバニア
3ヶ国の旅

9日間

エキゾチックなヨーロッパ
春を迎えるバルカン半島の小国へ

ターキッシュエアラインズ利用

心に残る高品質な旅

羽田発2023・3

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

海外旅行「安心」への取り組み

万が一のコロナウィルス罹患に備えて

全参加者が3回のワクチン接種済
ご出発の15日前までに3回目の新型コロナワクチン接種を
完了された方だけがツアーにご参加いただけます。
※PCR検査の必要はありません。事前にお住まいの自治体が発行す
る英文の「ワクチン接種証明書」をご用意ください。（電子版、書
面版のどちらでも問題ありません）

【新サービス】ワールド航空・安心サポート
万が一、ご旅行先でコロナに罹患した場合、ワールド航空の社
員または現地パートナー会社のスタッフが速やかに駆けつけ、
滞在中から帰国の手続きまでサポートいたします。
※当面、2022年10月1日～ 2023年1月31日の間に出発するツアー
が対象です。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします

必ず「海外旅行保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になっ
た場合、従来の海外旅行保険で宿泊費用や日本帰国のための
航空券代が補償されます。また国によっては加入が義務づけ
られているところもあります。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない
事情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャン
セル料金の70%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、2席以上をご用意
バスの乗車率を50%以下に。1名様につき2席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます。 
（一部地域を除きます。）

イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保
観光の際にはイヤホンガイドシステムを利用し、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。

¥375,000
エコノミークラス
羽田発9日間



かつて「7つの国境、6つの共和
国、5つの民族、4つの言語、3
つの宗教、2つの文字、1つの国
家」と表現された旧ユーゴスラビ
ア。対立や紛争の時代を乗り越
え、各国それぞれに新たな時代
を迎えています。このバルカン諸
国の中でもコソボと北マケドニア、
そして南に隣接するアルバニアの
3ヵ国に焦点を当て、東西文明
の十字路として歴史を刻んできた
町 を々巡ります。激動の歴史を見
つめてきた世界遺産の正教会や、
オスマン時代の面影を残す古都、
そして発展著しい町 と々人々の明
るい笑顔。ひと味違うヨーロッパ
の旅にご案内します。

ツアープランナーより

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食7回、夕食6回　■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到着
まで同行いたします　■パスポート必要残存有効期間：帰国時3カ月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ
以上必要要

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1 羽田22：50発H 羽田空港より、ターキッシュエアラインズにてイスタンブールへ。
� （機中泊）ssk

2

イスタンブール
06：25着  08：35発H
【コソボ】
プリシュティナ
08：10着

イスタンブール着後、航空機を乗り換え、コソボの首都プリシュ
ティナへ。
着後、後期ビザンチン様式の傑作世界遺産の●グラチャニツァ修
道院を見学します。
午後、プリシュティナの市内観光。○ファティモスクや○国立図
書館などへご案内します。
� 【２連泊】（プリシュティナ泊）shy

3

プリシュティナB
デチャニ修道院 B
ジャコーヴァ村B
プリズレンB
プリシュティナ

午前、コソボ西部国境近くの●デチャニ修道院へ。その後、コソ
ボで最も歴史があり、規模も大きなマーケットで知られるジャコー
ヴァへ。伝統ある木造建築の町並みを散策ください。
午後、コソボで一番コソボらしい街、古都プリズレンを訪れます。
この町はオスマントルコに対する「プリズレン同盟」を決議した地と
して知られています。 � （プリシュティナ泊）ahy

4
プリシュティナB
 【北マケドニア】
スコピエ ストビ遺跡 B
オフリッド

午前、国境を越えマケドニアのスコピエへ。着後、市内散策。
その後、古代マケドニア地方の中心として栄えた●ストビ遺跡へ。
その後、マケドニアのビザンツ芸術揺籃の地オフリッドへ。
� 【２連泊】（オフリッド泊）ahy

5

オフリッド 午前、●水上博物館に立ち寄り、●聖ナウム修道院を見学。ツルニ・
ドゥルミの泉クルーズにもご案内します。
その後、世界遺産オフリッドの観光へ。○聖ソフィア大聖堂、○
サミュエル要塞、○聖クリメント教会などにご案内します。
昼食はオフリッド湖名物のブラウン・トラウト料理です。
� （オフリッド泊）ahy

6
オフリッドB 
【アルバニア】
ベラット

午前、午前、オフリッドから国境を越え、アルバニアへ入国し、
世界遺産の街ベラットへ。
昼食後、オスマントルコ時代の家並みが、岩山の斜面に位置する

「千の窓を持つ街」ベラットを見学。 � （ベラット泊）ahy

7

ベラットB
エルバサンB
ティラナ

午前、アルバニアの首都ティラナへ。途中、エルバサンの街に立
ち寄ります。
ティラナ着後、●国立歴史博物館、○スカンデルベク広場などに
ご案内します。
夕刻、ホテルへチェックイン。 � （ティラナ泊）ahy

8
ティラナBクルヤ城B 
ポドゴリッツァ 20：30発H
イスタンブール 
00：10着

午前、古都クルヤへ。○オールドバザール、●クルヤ城へご案内。
その後、国境を越え、モンテネグロのポドゴリッツァへ。
夜、ターキッシュエアラインズにてイスタンブールへ。
着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。 � （機中泊）ahs

9
イスタンブール 
02：50発H
羽田19：45着

夜、羽田空港に到着。着後、解散。

� kks

※日程表の時刻は、往復ターキッシュエアラインズの羽田空港発着を想定したものです。他
の便を利用の場合、発着空港および時刻、日程は異なります。

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。
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アルバニア　世界遺産・千の窓の町ベラットに宿泊
1990年頃まで鎖国状態にあった、
まさに知られざる国アルバニア。オ
スマントルコ時代の居住区が世界遺
産に登録されるベラットでは、宿泊し
て独特の町並みをじっくりご覧いた
だきます。山肌に張り付くように並

2008年独立。セルビア王国発祥の地、セルビア正教の聖地でありながら、住
民の多数をアルバニア人が占めるなど、バルカン半島の複雑さを凝縮したような
国がコソボです。町にはオスマントルコ時代に築かれたモスクが残り、またセル
ビア正教の教会や修道院も静かに佇み、2つの宗教がともに歴史を刻んできたこ
とがわかります。首都プリシュティナに連泊し、世界遺産のグラチャニツァ修道院
や、古都プリズレン、伝統ある木造建築の町並みで知られるジャコーヴァなどに
ご案内します。

コソボ　西欧文化とイスラムが交わる古都へ

地方発着追加代金 大阪・名古屋〜東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌〜東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

コソボの古都プリズレン。オスマン対する「プリズレン同盟」を決議した町としても知られます

約500万年前に誕生、ヨーロッパ
最古の湖とされるオフリッド湖。透
明度の高い美しい湖は世界自然遺
産に、そして湖畔に佇む教会群は
世界文化遺産に登録されています。
この地にキリスト教が伝わったのは
3世紀末、のちにスラブ人の宗教

北マケドニア  オフリッド湖畔に佇む世界遺産の教会群
文化都市として発展。最盛期には
300以上の教会があり、「第2のエ
ルサレム」とも呼ばれたほどでした。
オフリッドでは連泊し、聖ナウム修
道院や聖ソフィア大聖堂など、歴史
的建造物の数々をご覧いただきま
す。

北マケドニア最大のローマ遺跡であるストビ
遺跡。見事なモザイクが残ります

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

ぶ家々は壮観で「千の窓の町」と呼ば
れるのも納得です。アルバニアでは
オスマン帝国に立ち向かった英雄ス
カンデルベルグゆかりのクルヤ城や、
発展著しい首都ティラナなど、新旧
の歴史を感じる見どころも訪ねます。

サミュエル要塞から望むオフリッド

ご宿泊ホテル
■ プリシュティナ：ホテル・シリウス★★★★
■ オフリッド：ユニーク・リゾート＆スパ ★★★★　
■ ベラット：ポルティック・ホテル★★★★
■ ティラナ：マリティム・ホテル・プラザ・ティラナ★★★★★
※�プリシュティナ、オフリッド、ベラット、ティラナのホテルとも、シャワーのみの客室となります。
※�星の数は、各国観光局の基準に基づきます。星の記載の無いホテルは格付け機関への登録無しま
たは未申請です。

スカンデルベルグ広場の向こうにそびえるの
が、マルティム・ホテルプラザ・ティラナです

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ� ツアーコード：EQ017T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】
3月6日（月） , 13日（月） , 20日（月） , 
27日（月）

エコノミークラス利用

¥375,000
ビジネスクラス利用

¥735,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥50,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：全区間適用【羽田〜イスタンブール〜プリシュティナ/ポドゴリッツァ〜イスタンブール〜羽田】
燃油サーチャージ別途目安：￥122,000：10月1日現在

歴史と文化の交差点南東欧3カ国
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Hイスタンブールへイスタンブールへ

オフリッド

北マケドニア北マケドニア
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どこか日本にも似た家並みが広がるジャコー
ヴァ村

首都プリシュティナ近郊にあるグラチャニツァ
修道院は、セルビア正教の聖地のひとつ

■コソボ共和国　　［首都］�プリシュティナ　［主要言語］��アルバニア語、セルビア語
［主要宗教］��イスラム教、セルビア正教　［独立宣言］2008年2月17日　セルビアより

ターキッシュエアラインズ利用

■北マケドニア共和国　　［首都］�スコピエ　
［主要言語］��マケドニア語、アルバニア語、トルコ語など
［主要宗教］��マケドニア正教　［独立宣言］1991年9月8日　ユーゴスラビアより

聖ナウム教会。10世紀創建、オスマン帝国に破壊されますが、16〜 17世紀に再建されました

英雄スカンデルベルグがオスマン帝国を退け
た歴史的な場所、クルヤ城

同じスタイルの同じ形を窓を持つ家々が並ぶ
ベラット

■アルバニア共和国　　［首都］�ティラナ　［主要言語］��アルバニア語
［主要宗教］��イスラム教　［独立宣言］1912年11月28日　オスマン・トルコより

アルバニアの首都ティラナに、新たにオープンした5ツ星「マルティム・ホテ
ルプラザ・ティラナ」がオープン。町の中心、スカンデルベルグ広場至近に
そびえる現代的で快適なホテルにお泊まりいただきます。

ティラナでは市内唯一の5ツ星ホテルに宿泊

マルティム・ホテルプラザ・ティラナ　清潔で
機能的な客室（イメージ）

ここにご注目。旅のポイント

❶ コソボの首都プリシュティナに
連泊。西欧文化とイスラムが
交わる古都プリズレンも訪ね
ます。

❷ 北マケドニアでは世界遺産・オ
フリッド湖畔に佇む歴史ある
教会群へ。

❸ 知られざる国アルバニアの世
界遺産・千の窓の町ベラットに
宿泊。


