
イエローナイフ

オーロラとは、太陽から出る太陽風が地球に達し、大気にぶつかったときに起きる発光現象です。
地球の磁極を取りまくように現れるため、北極ではカナダ、アラスカ、シベリアなど限られた
場所でしか見ることができません。科学者ガリレオが、ローマ神話の“曙の女神アウロラ”から

その名をつけたと言われる自然の神秘を、最高の地で体験してみませんか？

北極の玄関口イエローナイフは、オーロラベルトの真下北緯62度に位置し、オーロラ出現率が高い場
所です。更に、晴天率が高く、高い山が無いことや観測されるオーロラの光が強いため、月夜でも充分観
賞できるオーロラのメッカ。自然の神秘に包まれる壮大なファンタジーの世界を体感いただけるでしょう。

※オーロラは、自然現象であり、当日の気象状況でご覧いただけない場合が
ありますので、予めご了承のうえお申し込みください。

※ご覧いただけない場合でも返金はございません。

出発 2010年2月14日（日） 6日間
旅行
代金 348,000円

天空に舞う光のファンタジー

イエローナイフのオーロラ
他にも市内観光、
ショッピング
などカナダを満喫
街のあちこちにダイヤモンドとオーロラをデザインしたロ
ゴが飾られているカナダ最北の都市イエローナイフ。北
米のダイヤモンド都市でもあり、バッファローやカリブーの
肉料理や新鮮な魚料理を堪能！

先住民族の生活の様子や、シロクマなど野生動物の剥製
が飾られた博物館です。

　プリンス・オブ・ウェールズ博物館

円形状のユニークな議会場を持つ議事堂です。先住民族
の住居を模したものと言われています。

　ノースウエスト準州州議事堂

最少催行
人員30名様 10名様

仙台駅より添乗員1名同行

募集
人員

※満席になり次第締め切らせて頂きます。

お申し込みは
お早めに!!

観賞時のポイントPOINT

服装は？ 夜はマイナス28℃以下になる極北の地
アウター ： 防風性があり暖かいもの。
インナー ： ウールのセーターなど体温保温性のあるもの。
そ の 他 ： 靴下は２枚重ね、アンダータイツ。顔を覆えるもの。
1ダウンジャケット（ダウンの下には長袖シャツ＋フリース） 2風を遮断できる防寒パンツ（又はパンツの下にタイツやスパッツ）
3顔全体をカバーできるフェイスマスク 4手を包むミトン＋ミトンの下に装着する5本指の手袋 5防寒ブーツ（＋厚手くつ下）

旅行代金の他、燃油サーチャージ・国内空港施設使用料、
成田空港保安サービス料および海外空港諸税が必要と
なります。（約27,440円※変動する場合がございます）

おひとり様 2名1室利用（おとな・こども同額）

仙台市
天文台による
星空・オーロラ

写真の撮り方
解説付き
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観賞ツアー

イエローナイフ



佐藤 一彦
■お申し込み・お問い合わせ

担当：三浦・高橋（綾）

●時間帯のめやす
航空機、バス等の移動の発着
時刻をもとにしためやすです。

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

※ご注意：出発、到着時間は変更になることがございます。

旅行代金：
348,000円
 〈お一人部屋追加代金〉49,000円
 

募集人員：30名様 〈最少催行人員〉10名
利用航空会社：
利用ホテル：

食事：朝3回、昼1回、夕2回（機内食除く）
仙台駅より1名同行します。添乗員：

お一人参加の相部屋希望：お受けいたしません。
旅行代金に含まれないもの

企画協力：仙台市天文台

●燃料サーチャージについて

●空港諸税等について（国内・海外）エア・カナダ（エコノミークラス）
〈トロント〉メトロポリタン ホテル トロント
〈イエローナイフ〉イエローナイフ イン 

：燃油サーチャー
ジ、国内空港施設使用料、成田空港保安サー
ビス料、パスポート取得料

・燃油サーチャージとは、燃油原価水準の異常な高騰に伴
い、当該燃油費の一部を燃油価格が一定水準に戻るまで
という一定の期間を定めて航空会社が国土交通省に申請
し認可されたものです。あらゆる旅行会社に一定に課せら
れ、変更になる場合もあります。

・旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。お申込みの
販売店に、旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。

旅行代金
申込金（お１人様）

50万円以上
10万円以上旅行代金まで

30万円以上50万円未満
5万円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満
3万円以上旅行代金まで

10万円以上15万円未満
2万円以上旅行代金まで

10万円未満
旅行代金の20％以上旅行代金まで

契約解除の日 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
無料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～3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後又は無連絡不参加

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～15日目にあたる日まで

旅行代金の10％（10万円を上限）

旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行代金が50万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
旅行代金が10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20％

旅行企画・実施 ㈱JTB東北　㈳日本旅行業協会正会員　観光庁長官登録旅行業第1573号　〒980-8520仙台市青葉区一番町3丁目7番23号

営業時間：月～金／9:30～17:30（土・日曜・祝日・振祝、12/30～1/3休業）

ご旅行条件（要約）/（2009.06）　お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
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日次 月日 行　　　　程都　　市 現地時間 交通機関 朝 昼 夕

×

○ ○×

○ ○ ×

○ ××

○

食    事

仙台駅 JRにて成田空港へ
成田空港発 17:00 AC002 空路、トロントへ(日付変更線通過）

トロント着 15:00 専用車 着後、ホテルへ
市内レストランにてご夕食 （トロント泊）

トロント発 AC117 空路、カルガリーへ
カルガリー着
カルガリー発 AC8221 空路、イエローナイフへ
イエローナイフ着

混乗車 1回目の「オーロラ観賞」　　　　　　　　　 （イエローナイフ泊）

  8:00
10:15
12:05
14:14
深夜

イエローナイフ

イエローナイフ

午前 自由行動
昼食は、市内レストランにてお召し上がり頂きます。

午後 専用車
午後、イエローナイフ市内観光
プリンス・オブ・ウェールズ博物館（入場）・ノースウエスト
準州州議事堂（下車）・ダウンタウン・オールドタウン（いずれも車窓）など

夜
深夜 混乗車 ２回目の「オーロラ観賞」 （イエローナイフ泊）

終日
自由行動
オプショナルツアーなどでお楽しみ下さい。（別途費用）
夕食は、極北ディナーをご堪能頂きます。

国際日付変更線通過

深夜 混乗車 3回目の「オーロラ観賞」 （イエローナイフ泊）

（機中泊）

朝 ホテルより空港へ
8:55 AC8226 イエローナイフより空路バンクーバーへ乗継
10:39

イエローナイフ発
バンクーバー着
バンクーバー発 13:55 AC003 着後、成田へ
成田空港着
仙台駅

17:30 着後、JRにて仙台へ

着後、乗継イエローナイフへ

イエローナイフ着後、ホテルへ

機
内

機
内

機
内

機
内

夕食は、各自でお召し上がり下さい。
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〈おとな・こども同額おひとり様〉

（2名1室利用）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

観賞ツアー6イエローナイフ

■募集型企画旅行契約：この旅行は（株）JTB東北（宮城県仙台市青葉区一番町3-7-23　観光庁長官登録旅行業第1573号。以下「当社」といいます。）が企画・実施す
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」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、
別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期：当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて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
し込みください。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の通信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通
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：

■旅行代金に含まれないもの：前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
　●超過手荷物料金●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・サービス料金
●渡航手続関係諸費用●オプショナルツアー料金●日本国内の空港施設使用料●日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・宿泊費●旅
行日程中の空港税等（但し、空港税等を含んでいることを明示したコースを除きます｡）●現地での手荷物運搬料金●燃油サーチャージ

■特別補償：当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激
かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件：当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支
払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申し込みを受ける場合があります。

　（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
　●契約成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とし
ます。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降で
あった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。）
■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2009年11月1日を基準としています。又、この旅行代金は2009年11月1日現在の有効なものとして公示されている運賃・規
則、または、2009年11月1日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

■その他：（1）旅行代金は特に記載のない限りおひとり分を表示しています。また、こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上～12歳未満の方に適用します。（2）当
社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。（3）当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されてい
る通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の
交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当
社所定の取消料をいただきます。

■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21日目にあたる日より前に（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。また、お客様が当社が発行する又は提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払い
いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
■取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受けます。（お1人様）
　注）日程中に3泊以上のクルーズを含み（日本発着時に船舶を利用するコースを除く）、各コースページに取消料を明示しているコースは、各コースページに明示してい
る金額を取消料として申し受けます。

●渡航先（国、または地域）によって外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。海外渡航関連情報は、外務省海外安全
相談センターなどでもご確認いただけます。（TEL：03-3580-3311）（URL：http://www.anzen.mofa.go.jp/）　

●渡航先（国、または地域）の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」ホームページでご確認ください。（URL：http://www.forth.go.jp/）

●海外旅行保険への加入について
　より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険に必ずご加入されることをおすすめします。
●個人情報の取扱について
　当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客様との間の連絡、お申し込みいた
だいたご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
　【要約／詳細は旅行条件書（全文）及びルックJTBホームページをご参照ください。】

■旅行代金に含まれるもの（いずれも旅行日程に明示されたものに限る／これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。）：
　●航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金（特に記載がない限りエコノミークラスを基準とします）●送迎バス等の料金●観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場
料）●宿泊の料金及び税・サービス料金（特に記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします）●食事の料金及び税・サービス料金●航空機による手荷物
の運搬料金（航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。）●添乗員同行コースの同行費用


