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第２３回  ＩＴＳ世界大会メルボルン２０１６  

2016年10月8日（土）～ 10月16日（日） 

オーストラリア・メルボルン 6泊9日  

278,000円 旅行代金 １名１室利用時 
お一人様あたり 

旅行期間 

旅行代金には、燃油サーチャージ（2016年2月現在廃止中※変動いたします。）、 
羽田空港施設使用料(2,670円)、現地空港利用税(約11,590円 
※為替により変動致します) は含まれておりません。別途お支払いいただきます。 

ITS世界会議は、世界3地域を代表するITS団体（欧州：ERTICO、アメリカ：ITS America、アジア太

平洋：ITS Japan）が連携して、毎年共同で開催する唯一の世界会議であり、技術開発ばかりでなく、

政策、市場動向など、幅広い観点から情報交換し、ITSの普及による交通問題の解決及びビジネスチャ

ンスの創出を図ろうとするもので、シンポジウム、展示、ショーケースなどから構成され、通常開催期

間は4～5日間となっています。第1回目を1994年にパリで実施以来、毎年欧州、アジア太平洋、米州

を持ち回りで実施しています。 

会議テーマ｜“ITS – Enhancing Liveable Cities and Communities” 

            ― 住みよい街とコミュニティへ ― 

会期｜2016年10月10日（月）-14日（金）  

公式ウェブサイト｜http://www.itsworldcongress2016.com  

会場｜The Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC)  

主催｜メルボルン世界会議組織委員会 

組織委員会会長｜Brian Negus, President, ITS Australia 

[募集締切] 2016年7月29日（金） 

＊上記画像はメルボルン市内のイメージです 



■旅行期間｜2016年10月8日（土）～10月16日（日） 9日間 

■旅行日程｜左記、日程表どおり 

■旅行代金｜（大人お一人様）278,000円（1名1室利用時） 

      燃油サーチャージ（2016年2月現在廃止中）、国内空港施設 

       使用料、国内旅客保安サービス料、海外空港諸税は含まれて 

       おりません。別途請求させて頂きます。 

■利用予定航空会社｜QF＝カンタス航空(エコノミークラス) 

      ※ビジネスクラスをご希望の方はお問い合わせください。 

■利用予定ホテル｜Quality Hotel Batman's Hills on Collins 

■食事｜朝6回、昼0回、夕0回（機内食は除く） 

■添乗員｜なし。現地係員がご案内いたします。 

■募集人員｜20名様（最少催行人員10名様） 

      ※定員に達し次第、締切させていただきます。  

■延泊｜不可 

■募集締切｜2016年7月29日(金) 

      ※定員に達し次第、締切させていただきます。 

■申込方法｜別紙参加申込書をご記入の上、パスポートコピーとと   

      もに日本旅行新宿法人営業部宛、ご郵送又はFAXにて 

      お送り下さい。弊社より参加申込金50,000円のご請求 

                 書をお送りします。申込金は旅行代金、取消料、違約 

        料の一部として取扱いします。また旅行代金の残金は 

                 ９月初旬にご請求書をお送りします。 

日付 日程 

①10/ 8(土) ■羽田空港 発 (QF26/22:00) 
 空路、カンタス航空にてシドニー経由、メルボルンへ。 

[機中 泊] 

②10/ 9(日) ■シドニー 着(9:30)→シドニー 発(QF便/午前) 
■メルボルン 着 (昼) 
 着後、専用車にてホテルへ。 
 ホテル到着後はフリータイム。 

 
（お部屋への案内はチェックイン時間後となります） 

[メルボルン 泊] 

③10/10(月) 
  ～ 
⑦10/14(金) 

■終日フリータイム 

 
[朝食][メルボルン 泊] 

⑧10/15(土) ■出発までフリータイム（各自にてチェックアウト） 
■夕刻、専用車にて空港へ 
■メルボルン 発 (QF便/夜) 
 空路、カンタス航空にてシドニー経由、帰国の途へ 
■シドニー 着(夜)→シドニー 発(QF25/22:00) 

[朝食][機中 泊] 

⑨10/16(日) ■羽田空港 着 (5:30) 着後、解散。お疲れさまでした。 

ITS世界大会参加 

ITS世界大会参加 

旅 行 条 件  

募集要項  

2016年10月8日（土）出発 

■基本旅行代金（大人お１人様／1名1室） 000,000円 

燃油サーチャージ 00,000円 

成田空港施設使用料 00,000円 

成田空港保安料 00,000円 

オーストラリア出入国税 00,000円 

総支払金額 000,000円 

※上記は2016年2月現在の総支払金額です。実際にお支払いいただく額とは異なる場合があｒます。予めご了承ください。 

 

◯旅行代金に含まれるもの  

 ①記載された航空運賃 ②宿泊代金(メルボルン 6泊) ③食事(朝食6回) ④日程表に 

    基づく送迎・現地係員代金 

◯旅行代金に含まれないもの 

 ①羽田空港施設使用料2,570円・羽田空港保安料100円・オーストラリア出入国税   

   11,590円・燃油サーチャージ(2016年2月現在廃止中) ②個人費用(クリーニン 

   グ、電話代、飲み物代など) ③海外旅行傷害保険料 ④傷害・疾病に関する医療費 

 

※取消、変更の場合の基準となる代金は「基本旅行代金」となります。 

利用予定ホテル  

※上記スケジュールは、航空会社および現地事情などにより予告なく変更になる場合がございます。 

※フライトスケジュールは2016年2月現在のものとなります。 

Quality Hotel Batman's Hill On Collins 
クオリティ ホテル バットマンズ ヒル オン コリンズ 

メルボルン空港から20km。ワールド・トレード・セン

ター、スペンサー通り駅まで徒歩3分。歴史ある建物

を改装したブティックホテル。館内は採光がよく明る

い雰囲気。バスタブ付きの部屋は14室。料飲施設はレ

ストラン、バーが各2ヶ所。 

住所｜623 Collins St. Melbourne VIC 3000 

連絡先｜Tel (03)96146344／Fax (03)96141189 

ホテルから会場までのアクセス 

＊＊＊ 

他空港発着や上記以外の日程をご希望の際は、 

お気軽にお問い合わせください。 

お申し込みの際のご案内  ※ 必ずお読みください。 

■基本旅行代金には燃油サーチャージは含まれておりません。航空会社の申請により燃

油サーチャージの申請・増減があった場合は別途徴収又は返金させていただきます。ま

た為替レートの変動による過不足についても追加徴収またはご返金はございません。

■上記空港諸税などの日本円目安額は毎週月曜日、みずほ銀行外貨現金販売レートによ

り確定し、その週の水～火曜日まで適用します(10円未満は切り上げ)。それ以降の為替

変動による追加徴収・返金はいたしません。実際の請求額はご旅行お申込みいただいた

時点での換算となります。■旅行代金は1名1室利用時の代金となります。■航空機の

座席はエコノミークラスを使用します。■現地連絡先の電話番号はご出発前にお渡し

する最終旅行日程表にてお知らせします。■上記時間帯以外の臨時便を使用すること

があります。必ず最終日程表で確定便・時刻をご確認ください。■行き・帰りの送迎を利

用しないお客様のご予約は承りません。予めご了承ください。■掲載の写真はイメージ

です。■こちらのツアーは満席などの理由により募集期間内でも販売を終了させていただく

こともございます。また定員に達しない場合は募集締切後も継続して販売をすることがござい

ます。予めご了承ください。 

旅行条件書（要旨）  お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。 

■こちらのツアーは満席などの理由により募集期間内でも販売を終了させてい

ただくこともございます。また定員に達しない場合は募集締切後も継続して販売

をすることがございます。予めご了承ください。 

1.募集型企画旅行契約 
この旅行は、㈱日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集する旅行でありこの旅行に参加されるお客様

は当社と募集型企画旅行契約（以下「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。 

2.旅行のお申込みと契約の成立 
旅行申込書に必要事項をご記入の上、右記申込金を添えてお申込みいただきます。電話でお申込みの場合、当社

が予約の承諾を通知した日から起算して3日以内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締

結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。 

 

総合旅行業務取扱管理者：佐野 隆 
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。 
この旅行契約に関しご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

担当者: 舟木(ふなき) 

〒160-0017東京都新宿区左門町16-1四谷ＴＮビル3階 

TEL:03-5369-3928  FAX:03-3225-1005 
営業時間：平日9：30～17：30  休業日：土・日・祝祭日 ソリ16-019 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり様） 

30万円以上 60,000円以上旅行代金まで 

15万円以上30万円以下 30,000円以上旅行代金まで 

15万円未満 20,000円以上旅行代金まで 

3.取消料 ※特定日：12/20~1/7,4/27~5/6,7/20~8/31 
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除できます。 

旅行契約の取消日 特定日に開始する旅行 特定日以外に開始する旅行 

旅行開始日の前日から起算して40日～31日以前 旅行代金の10％ 無料 

30日前以降～3日前以前 旅行代金の20％ 

15万円未満 旅行代金の100％ 

4.その他 
（1）コースに掲示されていない場合はエコノミークラスを利用します。 

（2）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外傷害保険のご加入を 

   お勧めします。 

（3）外務省「海外危険情報」等渡航先に関する情報が発せられている場合は書面で通知いたします。 

   また、下記外務省海外安全ホームページでもご確認下さい。（http://www.pubanzen.mofa.go.jp/) 

客 室 W i F i 環 境 ： 1 機 種 接 続 ま で は フ リ ー 、 
それ以降は追加1機種につきA$2.50(24時間 ) ホテル外観＜イメージ＞ 

＜パスポートとビザ＞ 

■有効なパスポートをご用意ください。オーストラリアは帰国時までのパスポート残

存が必要です。必ずご自身でご確認下さい。 

■オーストラリアでは、ETAS又はビザの取得が必要です。ご旅行出発前までに必ずご

自身で取得をして下さい。また弊社では有料にて取得申請代行手続きも行っておりま

す。詳細はお問合せください。 

＜旅行条件・旅行代金の基準＞ 

■この旅行条件は2016年2月26日を基準としております。また、旅行代金は  

 2016年2月26日現在有効な運賃・規則を基準として算出しております。 

＜個人情報について＞ 
■ご記入頂いた個人情報は、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お
客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び、
それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。ご旅

行終了後は速やかにデータを消去します。 


