
 
          
 
 
＊旅行代金（２～３名１室利用　お一人様あたり）

出発日 ８月１０日（土） ９月２１日（土） １０月１９日(土） １人部屋追加代金（泊数）

スーペリア 150,000円 109,000円 106,000円 28,000円
デラックス 176,000円 135,000円 132,000円 54,000円  

※上記旅行代金に燃油サーチャ－ジ（5,000 円 2019 年 6 月１日現在）、現地空港税(約３,０00 円)、国際観光旅客税(1,000

円)及び渡航書類作成料(3,240 円)が別途必要です。                    

 

 

 

 
写真はイメージ 

 

■利用航空会社：中国南方航空（エコノミークラス） ■食事：朝食３回、昼食０回、夕食０回（機内食は除く） ■宿泊ホテル：＜スーペリアクラス

＞三亜：クラウンプラザサンヤシティセンター（中心皇冠假日酒店）又は同等クラスホテル、大連：渤海明珠大酒店 ＜デラックスクラス＞三亜：マン

ダリンオリエンタルホテル（文華東方酒店）又は同等クラスホテル、＜大連＞富麗華大酒店又は同等クラスホテル ■添乗員：富山空港から同行します 

■最少催行人員：１５名  ※フライトスケジュールは航空会社の都合等により変更になる場合がございます。 

■ホテル一覧表（宿泊ホテル下記に記載されている内のいづれかとなります。ホテルの指定、お部屋の指定は出来ません） 

 

 

日次 スケジュール 食事 

１ 
（土） 

11:55発 富山空港より中国南方航空にて大連へ✈        

13:25着 大連空港到着後､入国手続きを済ませ国内線へ 

15:25発 中国南方航空にて武漢経由 三亜へ✈          

21:45着 到着後､専用車にてホテルへ         【三  亜 泊】                      

 

×× 
機内食 
機内食 

２ 
（日） 

終   日 フリータイム 

    オプショナルツアー（別料金） 

三亜市内観光Ａ.Ｂコース等でお楽しみください 

 【三  亜 泊】 

 
朝食 
×× 

×× 

３ 
(月) 

終   日 フリータイム 

    オプショナルツアー（別料金） 

熱帯雨林や民俗村コース等でお楽しみください 

 【三  亜 泊】                                        

 

朝食 
×× 
×× 

４ 
（火） 

午   前 ホテルにて朝食後､専用車にて空港へ  

08:40発 中国南方航空にて武漢経由大連へ✈          

14:30着 大連空港到着後､ホテルへ          【大  連 泊】                          

 
朝食 

機内食 
×× 

５ 
（水） 

早   朝 ホテル出発、大連空港へ移動 

07:40発 大連空港より中国南方航空にて富山へ✈  

10:55着 富山空港到着後、解散 

 
機内食 
× 
× 

短期間かつリーズナブルに憧れのアジアンリゾートへ!! 当ツアーでは富山空港より大連を経由して､中国のリゾー
ト海南島を訪れます。ビーチでゆったりのんびり過ごしたり、漢代から唐代にかけて中国の郡(県)・珠崖郡(しゅが
いぐん)がすでに設置されていた中国の歴史にふれたりと楽しいひとときをお過ごしください。          

クラウンプラザサンヤシティーセンター 

(中心皇冠假日酒店) 

マンダリンオリエンタルホテル 

(三亜文華東方酒店) 

【スーペリア】（三亜）・三亜中心皇冠假日酒店（クラウンプラザサンアシティセンター）・三亜鳳凰水城凱莱酒店(グロリアプラザ) ・三亜勝意海景国際ホテル  

       （大連）・渤海明珠酒店 ・南航明珠大酒店 ・大連国際機場賓館 

【デラックス】（三亜）・三亜文華東方酒店（ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ三亜）・三亜華宇度假酒店(ﾌｧ-ﾕｰﾘｿﾞｰﾄ) ・三亜亜龍湾喜来登酒店(ｼｪﾗﾄﾝ三亜ﾘｿﾞｰﾄ)  

（大連）・大連富麗華酒店（東館）  ・日航大酒店     

写真はイメージ 



≪受託販売≫お申込み・お問合せ 
 

≪旅行企画・実施≫ 

 

 

 

 本社 〒930-0857 富山市奥田新町 8-1 ボルファートとやま 1Ｆ 

観光庁長官登録旅行業第 818 号 （一社）日本旅行業協会会員 
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《海南島 三亜 オプショナルツアー》 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

夕食プラン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
   

 

 

 
ご旅行条件書（抜粋） 

 

                                                       

三亜市内観光Ｂコース 
 
南山寺･･･中国最南端の仏教寺院。三亜市から西へ 40km 離れた南山文化区の「仏教文化公園」にあり仁王殿、大雄宝殿、東西配殿、鍾鼓楼、転
輪蔵、法堂、観音院、悲田院などが山に寄りかかるように建てられ、雑然としながらも趣があり、荘厳かつ静寂な雰囲気が漂っています。 南山
寺は盛唐の風格に倣った大型寺院で、山を背とし、海を臨んでいます。 
大小洞天公園･･･道教聖地、鑑真和尚ゆかりのスポット。鑑真が日本への渡航を挑戦した際に、台風に遭い漂着した場所で、鑑真和上・栄叡和上
ら 5 人の石像が海に向かって立っています。 

北緯 18°熱帯雨林と海南島黎族民俗村 

ヤノダ熱帯雨林･･･海南島五大热带雨林を濃縮した場所である。ここは､最も鑑賞価値のある熱帯雨林資源博覧館であり､中国のダイヤモンドレ
ベルの雨林景区である。美しい山、茂った林、透き通る水、深い谷が集まっており、人間仙境の「桃源郷」。 
檳榔（ビンロウ）谷黎族民俗村･･･三亜市内から車で約 40 分、深い森林の中に広がる黎(リー)族と苗(ミャオ)族の人々が多く住んでいる少数民
族のテーマパーク 

■募集型企画旅行契約 

(1）この旅行は、株式会社ニュージャパントラベル（以下「当社」という)が旅行企画・実施する旅行

であります。このご旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結したことになります 

(2)ご旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、パンフレッ

ト、最終日程表及び当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。 

■旅行のお申込み及び旅行契約成立時期 

当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申込みください。申込金は旅行代

金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他通信手段でお申し込み

の場合、当社らが予約の承諾を通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込金の支払い

をしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いた

します。 

■申込金 

・旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満・・出発日の 61 日以前 ３万円以上旅行代金の 20%以内 

                   出発日から 60 日前まで ３万円以上旅行代金まで 

・旅行代金が 10 万円以上 15 万円未満・・出発日の 61 日以前 ２万円以上旅行代金の 20%以内 

                   出発日から 60 日前まで ２万円以上旅行代金まで・ 

■旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60 日目にあたる日以降,21 日前までの間で

当社が定める日に(お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに)お支払いください。 

■旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事料金、観光料、添乗員が同行するコース

の添乗員同行費用、団体行動中のチップ、税金、サービス料 

■旅行代金に含まれないもの（一例） 

超過手荷物料金、クリーニング代、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、

傷害・疾病に関する医療費、渡航手続諸費用（旅行印紙代、予防接種料金、渡航手続取扱料金、査証

代等）、お一人部屋を使用する場合の追加代金、希望者のみ参加するオプショナルツアー費用、空港施

設使用料、空港税及びこれに関する諸税。 

■取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で旅行契約を解除される場合は、下表の金額を取消料 
として申し受けます。 

契約会場の日 
4/27～5/6、7/20～8/31、12/20

～1/7 に開始する旅行 

左記以外の日に

開始する旅行 

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって 40 日目にあたる日以

降～31 日目にあたる日まで 

旅行代金の 10％ 

 

無料 

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって 30 日目にあたる日以

降～3 日目にあたる日まで 

旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

  
■旅行内容・旅行代金の変更 

 天災地変、運送・宿泊機関のサービス提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また 

 運送機関の運賃の大幅な改訂により、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。 

■特別補償 

当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）の特別保証規定により、お客様が旅行参加

中に急激かつ偶然な外来の事故により被られた一定の損害についてあらかじめ定める額

の補償金及び見舞金を支払いますが、傷害、疾病治療費については補償いたしません。 
賠償債務者が外国の運輸・宿泊機関等の場合、充分な保証が得られないこともありますの

で、お客様自身で海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めいたします。 

■旅程補償 

旅行日程に重要な変更が行われた場合は、その内容に応じて旅行代金の 15％を限度額とし

て変更補償金を支払います。対象となる変更の内容及び変更補償金の額は、当社旅行条件

書によります。この旅行条件は、2019 年 6 月 1 日を基準としています。 

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り引きに関する責任者

です。この旅行約款に関し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく下記の

取扱管理者におたずねください。 

 

≪日程≫ﾎﾃﾙ～天涯海角～鹿回頭公園～ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ～ﾎﾃﾙ 料金 １９，０００円（昼食付）６時間 

 
三亜市内観光Ａコース 
 
天涯海角･･･直訳すると「地の果て」ですが海南島の南端、重要な関所としての役割を担った場所。清朝雍正年間、時の崖州（海南島）知事の程哲
らが「天涯」「海角」」「海闊天空」「南天一柱」などの題刻を彫ったので、天涯海角と呼ばれるようになった。 
鹿回頭公園･･･「大東海旅游区」の西端にある山が公園になっている。山全体が、金色の鹿が海辺にたたずみ頭をこちらに回している姿に見えると
いう。黎族の伝説に言う。むかし、五指山にいた勇敢な黎族の若者が弓 矢を手にして金鹿を追いかけ、最南端のこの地まで追いつめた。海を前に
逃げ場のなくなった金鹿はふりかえると、美しい黎族の乙女に変身していた。二人は結婚をし、魚を捕り、畑を耕し、子供を育てひとつの村を造
っていった。 この伝説から命名された。 

≪日程≫ﾎﾃﾙ～南山寺～大小洞天公園～ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ～ﾎﾃﾙ 料金 ２１，０００円（昼食付）７時間 

≪日程≫ﾎﾃﾙ～ヤノダ熱帯雨林～檳榔谷民俗村～ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ～ﾎﾃﾙ 

料金 １９，０００円（昼食付）６時間 

興隆熱帯植物園と南湾猿島 

興隆熱帯植物園･･･植物園には 1200 種以上の熱帯植物があり、コーヒーなどの熱帯香飲料作物、トロピカルフルーツ、園芸植物、薬用植物な

どの 6 区に分けられて、さまざまな植物を鑑賞できます。 
南湾猿島･･･この土地に国家第二類保護動物であるアカゲザルが 2000 頭近く生息しており、野生のアカゲザルと触れ合ったり可愛いお猿さん
のショーを楽しむことができる。また、ケーブルカーで保護区にアクセスし島内の自然を堪能するなど、自然保護のための電動カーやケーブル
カーの導入も進んでいる。近海には養殖場があり新鮮な海の幸を味わうことができる。 
 

≪日程≫ﾎﾃﾙ～興隆熱帯植物園～南湾熱帯植物園～ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ～ﾎﾃﾙ  

料金 ２１，０００円（昼食付）８時間 

（２名様催行）  

 

天涯海角 鹿回頭山頂公園 南山海上観音聖像 

少数民族村 

《日程》ﾎﾃﾙ～夕食～ﾎﾃﾙ 所要２時間送迎付 ((料金)) 海鮮料理 １４，０００円、 海南料理 １１，０００円 


