
●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12月8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。

「史上最大のフェルメール展」を訪ねる

春のオランダ・ベルギー・
ルクセンブルクの旅

12日間

『地理学者』シュテーデル美術館蔵（フランクフルト）『地理学者』シュテーデル美術館蔵（フランクフルト）

世界から27作品（予定）が集結

好評につき追加設定いたしました

心に残る高品質な旅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。

東京発2023・4▶5



『真珠の耳飾りの少女』や『牛乳を注ぐ女』で有名なフェルメール。彼の作品は、ここ日本でも常に大きな注目を
集めています。この春、オランダのアムステルダム国立美術館で、世界初の「史上最大」ともいうべきフェルメー
ル展が開催されます。全作品35（37）点の80パーセント
近い「27作品」(注)が、世界各地からアムステルダムに
一堂に集う画期的なもので、こんなチャンスはもう二度と
来ないかもしれません。この貴重な機会に合わせて、早
春のオランダへ。フェルメールの故郷デルフトにも連泊し、
ゆかりの地を歩きます。旅の始まりはブルージュに連泊。
さらにベルギー南部の素朴な町や村を訪ね、ルクセンブ
ルクでも連泊します。心地よい春、ベネルクス3カ国を巡
る12日間の旅。フェルメール展とともに訪ねる好機です。
(注)展示作品点数は、美術館側の都合により変更となる場合が
あります。
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アントワープにも宿泊。ルーベンスの傑作があるノートルダム大聖堂へ　©Visit FLANDERS

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。

史上最大の「フェルメール展」
世界から27作品(予定)が集結 隠された下絵を発見！

アムステルダム国立美術館によると、最新のスキャン技術により、同館
の所蔵する『牛乳を注ぐ女』に、下絵が存在したことが判明したとのこ
と。当時のオランダの家庭でよく使われていた水差しと籠が描かれてい
たそうです。なぜフェルメールは塗りつぶしてしまったのか、興味は尽
きません。

フェルメールは生涯に約50作品
を描き、そのうち現存するのは
わずか35点。これらが世界各地
の美術館に散らばり、すべて見
ようとすれば世界一周旅行に
なってしまうほどです。このた
びアムステルダム国立美術館で
開催される「フェルメール展」で
は、『牛乳を注ぐ女』『小路』など

同館が所蔵するフェルメール作品4点に加え、『真珠の耳飾
りの少女』（マウリッツハイス美術館蔵）、『地理学者』（シュ
テーデル美術館蔵）、『手紙を書く婦人と召使』（アイルラン
ド国立美術館蔵）、『天秤を持つ女』（ワシントン・ナショナ
ル・ギャラリー蔵）などの名だたる作品が集結。また、修復
によりキューピッドが現れたことで話題となった『窓辺で手
紙を読む女』（ドレスデン国立古典絵画館蔵）など、全27作
品を予定しており、まさに史上最大と呼ぶにふさわしい内
容です。　※特別展のフェルメール展では、ガイドによる
案内ができないため、予めご了承ください。

『手紙を書く婦人と召使』
アイルランド国立美術館蔵（ダブリン）

『天秤を持つ女』
ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵（アメリカ） 科学検査を受ける『牛乳を注ぐ女』

『牛乳を注ぐ女』
アムステルダム国立美術館蔵

『真珠の耳飾りの少女』
マウリッツハウス美術館蔵（デン・ハーグ） 『地理学者』

シュテーデル美術館蔵（フランクフルト）

(注)展示作品点数は、美術館側の都合により変更となる場合があります。
『真珠の耳飾りの少女』は、4/1以降はマウリッツハイス美術館へ戻る予定です。

ご宿泊ホテル
■ ブルージュ：ドゥ・チュールリエン(4/11発) ★★★★
　　　　　　 ：デュークス(4/14発) ★★★★
　　　　　　 ：ホテル・アラゴン(5/9発) ★★★★
■ ルクセンブルク：ル・ロワイヤル（4/14発以外） ★★★★★
　　　　　　　　 ：グランド・カラヴァト（4/14発） ★★★★
■ アントワープ：デ・カイザー ★★★★
■ デルフト：ベストウエスタン・ ミュージアムホテル ・デルフト
■ アムステルダム：グランドホテル・アムラス・アムステルダム(4/11発) ★★★★★
 　　　　　　　　：パーク・セントラル(4/14発、5/9発) ★★★★
※アントワープ以外のホテルはシャワーのみのお部屋となります。
※星の数は、ベルギーとルクセンブルクは HOTREC、オランダは Hotelsterren 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。

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食9回、昼食6回、夕食5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か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以上必要

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 羽田空港 23：10発H 深夜、羽田空港よりヨーロッパ主要都市へ。 � （機中泊）ssk

2

ヨーロッパ主要都市
06：00着　07：40発H
ブリュッセル09：15着
BゲントB
ブルージュ 17：30着

航空機を乗り継ぎ、ブリュッセルへ。
着後、ブリュッセルの市内観光。ベルギー7秘宝のひとつ、ブリュー
ゲル作『イカロスの墜落』を展示する●王立美術館、○グラン・プ
ラスを訪れます。
午後、ゲントに立ち寄ります。●聖バーフ大聖堂を訪れ、『神秘の
子羊』の祭壇画を見学します。
その後、ブルージュへ。 � 【2連泊】（ブルージュ泊）shy

3

ブルージュ 朝、まだ観光客で混みあう前の静かなブルージュの散策へ。
午前、○ベギン会修道院や○マルクト広場、●メムリンク美術館
など旧市街の見どころへご案内します。その後、ブルージュの街
並みを水辺から眺める運河クルーズへご案内します。
午後、自由行動。ごゆっくり散策をお楽しみください。
� （ブルージュ泊）ahs

4

ブルージュ 08：00発B
ディナンBデュルビュイB
エッシュ・シュル・シュールB
ルクセンブルク 17：00着

午前、バスにてアルデンヌ地方の小さな町々へ。ムーズ川沿いの
町ディナンや、可愛らしいデュルビュイに立ち寄ります。
午後、ルクセンブルクの小さな町、エッシュ・シュル・シュールに
立ち寄りルクセンブルクへ。
� 【2連泊】（ルクセンブルク泊）ahy

5
ルクセンブルク 午前、徒歩にてルクセンブルクの観光へ。○憲法広場や○ノート

ルダム寺院、○ボックの砲台などを訪れます。
午後、自由行動。 � （ルクセンブルク泊）ahs

6
ルクセンブルク09：00発B
ルーヴェンB
アントワープ

午前、バスにてルーヴェンに立ち寄ります。
午後、アントワープへ。着後、●ノートルダム大聖堂や○市庁舎
などへご案内します。 � （アントワープ泊）ahs

7

アントワープ08：00発B
キンデルダイクB
デン・ハーグ
(マウリッツハイス美術館)
Bデルフト15：30着

午前、バスにて国境を越えてオランダへ。風車の並ぶキンデルダ
イクに立ち寄ります。
着後、2022年には創立200年を迎えた●マウリッツハイス美術
館へ。フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』などを鑑賞します。
午後、フェルメールの故郷デルフトへ向かいます。
� 【2連泊】（デルフト泊）ahy

8

デルフト
【フェルメールウォーク】
【デルフト陶器での
アフタヌーンティー】

午前、フェルメールの生まれ故郷、デルフトの町を散策します。フェ
ルメールの生家や住んだ家、 作品を描いた場所などを巡る「フェ
ルメールウォーク」へご案内します。
午後、デルフトブルーで知られる●ロイヤル・デルフト陶器工房
の見学へ。併設のカフェにてデルフト陶器を使ったアフタヌーン
ティーを楽しむひとときをどうぞ。 � （デルフト泊）ass

9
デルフト08：00発B
キューケンホフ公園B
アムステルダム

午前、美しい花々で彩られた●キューケンホフ公園へ。午前中ゆっ
くりと滞在をお楽しみください。(注1)
午後、アムステルダムへ。
� 【2連泊】（アムステルダム泊）asy

10

アムステルダム
【史上最大の
フェルメール展】

午前、アムステルダム国立美術館へ。史上最大と謳われる期間
限定の「フェルメール展」を鑑賞します。世界中から集められたフェ
ルメールの作品（27作品を予定）が一堂に会します（注1）。レン
ブラントなど常設の作品もお楽しみください。
午後、自由行動。 � （アムステルダム泊）asy

11
アムステルダム11：55発H
ヨーロッパ主要都市
15：15着　19：45発H

午前、航空機にてヨーロッパ主要都市へ。
着後、航空機を乗り継ぎ、帰国の途へ。
� （機中泊）ask

12 羽田 15：20着 午後､ 羽田空港に到着。着後、解散。 � kss

※日程表の時刻は羽田空港発着のフィンエアーの便を想定したものです。他の航空会社を
利用の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。
(注1)5/9発はキューケンホフ公園の閉館期間の為、そのままアムステルダムへ移動し、ゴッ
ホ美術館へご案内します。
(注2)出展作品数は10月末時点での予定の為、美術館側の事情により変更となる場合があります。

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。

利用予定航空会社：フィンエアー、ターキッシュエアラインズ、エールフランス航空� ツアーコード：EO132T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・12日間】
4月11日（火） , 5月9日（火）
追加設定　4月14日（金）

エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

¥1,038,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥150,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間にのみ適用
燃油サーチャージ別途目安：￥115,400：10 月1日現在

歴史ある街や美しい町がひしめくベ
ネルクスの旅。移動の途中にも、
ぜひご覧いただきたい見どころを組
み込みました。フランドル絵画の巨
匠ルーベンスも活躍した芸術都市ア
ントワープでは、壮麗なゴシック様
式の大聖堂を見学。ベルギー随一
の美しさで「石のレース」とも称され
る市庁舎のあるルーヴェン、オラン
ダらしい風車が立ち並ぶキンデルダ

毎日がハイライト！　充実の行程で巡ります
イクなど、オランダとベルギーの見
どころをご紹介します。

風車が立ち並び、これぞオランダという光
景が広がるキンデルダイク地区

個人ではなかなか訪れにくい、かわ
いらしい町々にも立ち寄ります。ベ
ルギー南部では、「世界一小さな町」
と称されるデュルビュイや、ムーズ
河畔の断崖の城砦と絵のような町が
広がるディナンへ。のどかな散策の
ひとときを楽しみます。

ベルギーの可愛らしい町 を々訪ねます

中世の面影を残すデュルビュイ

1632年、デルフトで誕生したフェ
ルメールは、生涯のほとんどをこ
の町で暮らしました。ツアーでは、
フェルメールの生家や彼が眠る教会、
『小路』や『デルフトの眺望』の題材
となった光景など、ゆかりの地を巡
る「フェルメールウォーク」にご案内
します。デルフトでは町の中心、プ
リンセンホフ博物館の向かいに立つ

フェルメールと陶器の町　デルフト
ミュージアムホテルに連泊。町歩き
もお楽しみください。

フェルメールの「デルフトの眺望」の現在。フェ
ルメールウォークでゆかりの地を巡ります

人口約60万人、神奈川県ほどの広
さの小国ルクセンブルク。旧市街
には数々の要塞、城壁が今も残り、
大国に囲まれてきた攻防の歴史を物
語ります。丘の上に築かれた町には
宮殿や教会が建ち並び、洗練され
た雰囲気です。ゆっくり町歩きをお
楽しみください。

世界遺産ルクセンブルクに2連泊

夕暮れのルクセンブルク旧市街（イメージ）

ここにご注目。旅のポイント

❶ アムステルダム国立美術館で開催される史上最大の「フェルメール
展」を鑑賞します。

❷ フェルメールの故郷デルフトで2連泊。ゆかりの地を巡ります。
❸ ベルギーでは水の都ブルージュや可愛らしい町々へ。ルクセンブル

クにも連泊します。


