
日時 曜日

1 日曜日 空路、ケアンズ経由シドニーへ

朝食： × 昼食： × 夕食：機内

宿泊： 機中

2 月曜日

着後、専用車にて、シドニー市内観光

■ミセスマッコーリズポイントからオペラハウス・ハーバーブリッジなどの景色をご堪能

■オーストラリア最大のローマカトリック教会である、聖メアリー大聖堂、ハーバーブリッジのご見学

ホテル到着

　～夕食までの時間は、ご休息、市内散策・ショッピングなど自由に時間をお使い下さい～

夕食はローカルレストランにて(オージービーフステーキをお楽しみ下さい）

朝食： 機内 昼食： 機内 夕食： ○

宿泊： シティーゲートセントラルホテルシドニー　又は同等クラスのホテル

3 火曜日 ホテルレストランにて朝食

専用車にて世界遺産ブルーマウンテンとルーラー散策

■世界最大の傾斜を誇るシーニックワールドのトロッコ列車体験

■床がガラス張りのロープウェイ息を呑む絶景を空中散歩

■ブルーマウンティン近くの田舎町ルーラーを散策

夕食はローカルレストランにて(イタリアンのパスタメニューを予定）

朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ○

宿泊： シティーゲートセントラルホテルシドニー　又は同等クラスのホテル

4 水曜日 ホテルレストランにて朝食

専用車にてウーロンゴンへご案内(乗車時間：約2時間）

NSW OF STATE EMERGENCY SERVICE(自然災害時の緊急援助隊組織）訪問

昼食はローカルレストランにて

風光明媚なウーロンゴンの街散策、灯台見学など

ＮＳＷ（ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ）州で起こっている山火事の事などを話しながら、シドニーへ

（ユーカリの木の擦れによる山火事の自然発火スポットがあれば適宜立ち寄り、見学をします）

夕食はローカルレストランにて(中華料理メニューを予定）

朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ○

宿泊： シティーゲートセントラルホテルシドニー　又は同等クラスのホテル

5 木曜日 ホテルレストランにて朝食BOXを用意いたします。

専用車にてシドニー空港へご案内

空路、ケアンズへ向け出発

到着後、専用車にて世界遺産、熱帯雨林の森キュランダ村観光

■スカイレールにて熱帯雨林の上空を散歩

■レインフォレストステーションにて、水陸両用車「アーミーダッグ」体験、

　　ワイルドライフパークにてコアラの餌付け体験

■キュランダマーケットにてお買い物

■熱帯雨林のレトロな列車キュランダ高原列車体験

夕食はローカルレストランにて(シーフードレストランを予定）

朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ○

宿泊： パシフィックインターナショナルホテルケアンズ　又は同等クラスのホテル

6 金曜日 ホテルレストランにて朝食

世界遺産グリーン島クルーズ

■ケアンズより船で約45分　世界遺産グレートバリアリーフに浮かぶグリーン島にてマリンスポーツ体験

夕食はローカルレストランにて

朝食： ○ 昼食： 〇 夕食： ○

宿泊： パシフィックインターナショナルホテルケアンズ　又は同等クラスのホテル

7 土曜日 ホテルレストランにて朝食

専用車にて、ケアンズ空港へ

空路、成田へ

朝食： 〇 昼食： 機内 夕食： ×

オーストラリア世界遺産をめぐる旅 　～森・海・都市の世界遺産に触れる～

11月19日 5:55

11月22日

概要時刻

11月18日 21:15

シドニー

　

シドニー着 13:25

都市日付 交通機関

JQ-026

ケアンズ着

16:00頃

18:00

ケアンズ発 9:30

成田発

4:30頃

専用車

11月20日

ブルーマウンティン

シドニー

シドニー

11月21日

シドニー

シドニー

12:00頃

ウーロンゴン 10:30頃

終日

18:00頃

11月23日

11月24日

8:30頃 専用車

ケアンズ発

専用車

ケアンズ 8:05

JQ-9526:00

専用車

JQ-955

ケアンズ

18:00頃

ケアンズ

成田着 18:45着

半日

18:00頃

専用車

JQ-05212:05発



利用ホテル
＜シドニー＞

シティゲートセントラル
シドニー☆☆☆☆

＜ケアンズ＞

パシフィックインター
ナショナルケアンズ
☆☆☆☆

シングル利用追加
代金：55,000円【時間帯の目安】（移動の発着時刻）日程表内の時間帯はホテルの出発時刻ではなく、交通機関の出発時

刻を表示しています。出発･到着の時間帯（午前･午後など）は、ご利用いただく航空会社や交通事情、現
地諸事情などにより変更となる場合がありますので、ご出発前にお渡しする「旅行日程表」にてご確認下さ
い。

23:00～ 04:0018:00～16:00～13:00～12:00～08:00～06:00～04:00～

深夜夜夕刻午後昼午前朝早朝

＊写真はイメージです

日付 スケジュール
11月18日 夜 成田発 空路ケアンズ経由シドニーへ
(日曜日）

朝：× 昼：× 夜：機内 【機中泊】
11月19日 午後 シドニー到着後、シドニー市内観光
（月曜日） ◆オペラハウス ◇ハーバーブリッジ ◇聖メアリー大聖堂、

◆ミセスマッコリーズポイント
朝：〇 昼：〇 夜：〇 【シドニー泊】

11月20日 終日 世界遺産ブルーマウンテンとルーラー散策
（火曜日） ★世界最大の傾斜を誇るトロッコ列車体験 ★ガラス張りの床の

ロープーウェイで空中散歩 ◆田舎町ルーラーを散策
朝：〇 昼：〇 夜：〇 【シドニー泊】

11月21日 終日 ウーロンゴンへ
（水曜日） ★災害時緊急援助隊組織（State Emergency Service)訪問、

◆ウーロンゴン散策(灯台など）
朝：〇 昼：〇 夜：〇 【シドニー泊】

11月22日 早朝 ホテル発、空路ケアンズへ
(木曜日） 午前 世界遺産 熱帯雨林の森、キュランダ村観光

★スカイレール乗車 ★レインフォレステーション入場 ★アーミー
ダック(水陸両用車）体験 ★コアラの餌付け体験 ★キュランダ
マーケットにてお買い物 ★キュランダ高原列車乗車

朝：〇 昼：〇 夜：〇 【ケアンズ泊】
11月23日 半日 世界遺産グリーン島クルーズ
(金曜日） 世界遺産グレートバリアリーフの絶景をご堪能下さい

朝：〇 昼：〇 夜：〇 【ケアンズ泊】
11月24日 午前 ホテル発、空港へ
(土曜日） 昼 ケアンズ発、空路成田へ

夜 成田着
朝：〇 昼：機内 夜：×

★入場・入館観光 ◆外観・下車観光 ◇車窓観光
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＊3名でご利用の場合、簡易ベッドを

追加したトリプルルームもご用意可能
です。その場合はツインルーム利用
料金と同額です。



観光庁長官登録旅行業第38号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 総合旅行業務取扱管理者／丸山高弘

〒１６０-００２３ 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ﾋﾞﾙ16階） TEL03-5348-3500 FAX03-5348-3799

営業日・営業時間／月～金 9:30～18:30（休業日：土・日・祝祭日）

この旅行は、トップツアー株式会社 ストリームライン新宿支店（以下「当社」といいます。が旅行
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。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載
内容および別途お渡しする旅行条件書、確定書面（最終日程表）ならびに当社旅行業約款募集型企画
旅行契約の部によります。

１．お申し込み方法と旅行契約の成立

（１） 当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記のお申込金を添えてお申
し込みください。お申込金は旅行代金、取消料または違約料の一部または全部として取扱い
ます。また、当社は電話、郵便及びファクシミリ、Ｅメールその他の方法による旅行契約の
予約を受付けます。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社らが予約を
承諾する旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に所定の申込書と申込金を提出してい
ただきます。

（２） 旅行契約は、当社が締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。

２．お申込金（お一人様につき）：７０,０００円

３．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただき
ます。

４．旅行代金に含まれるもの

当ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに記載した旅行の 航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金、 宿泊料金、
食事料金および観光料金（バス等の料金、ガイドﾞ料金、入場料金等）、手荷物運搬料金、
団体行動中のチップ、燃油サーチャージ、各国空港税・出国税および諸税 、日本国内の空港

施 設使用料、添乗員同行コースの添乗員同行費用を含みます。

＊上期諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

５．旅行代金に含まれないもの
第４項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物料金、 個人的性質の諸費用 、渡航手続諸経費、一人部屋追加代金 、オプショナ
ルツアーの代金

６．取消料
（１） お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

なお取消日とは、お客様が当社またはお申込店の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し
出いただいた日とします。

（取消日） （取消料）

（ａ） 旅行開始日の前日からさかのぼって30日目にあたる日から 旅行代金の 20%
3日目にあたる日まで

（b） 旅行開始日の前々日から当日まで 旅行代金の 50%

（c） 旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の 100%

７． 旅行の取り止め
お申込人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取止める
ことがあります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日
より前までに旅行を中止する旨を通知します。

８． 特別補償
当社は、特別補償規定に定めるところにより、お客様がご旅行中にその生命、身体または荷
物に被られた一定の損害について、保証金および見舞金をお支払いいたします。

９． 旅程保証
当社は、パンフレットに記載した契約内容のうち、次のような重要な変更が生じた場合は、
旅行代金に1%～5%の所定の率を乗じた額の変更補償金をお支払いいたします。ただし、1企
画旅行につき合計15%を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしま
せん。なお、当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと
同時またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって保証を行うことが
あります。①旅行開始日または旅行終了日 ②入場する観光地または観光施設、レストラン、
その他の旅行目的地 ③運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 ④運送機関
の種類または会社名 ⑤本邦内の出発空港または帰着空港の異なる便への変更 ⑥直行便から乗
継便または経由便への変更 ⑦宿泊機関の種類または名称 ⑧宿泊機関の客室の種類、設備、景
観その他の客室の条件 ⑨前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項

10． 個人情報の取扱い
当社は、旅行のお申し込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様
との連絡、お申し込み頂いた旅行手配と旅行ｻｰﾋﾞｽの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時
の費用等を担保する保険手続のために利用させて頂くほか、お客様への商品やキャンペーン
のご案内、ご意見・ご感想等のｱﾝｹｰﾄのお願いなどのために利用させて頂きます。

11. パスポートとビザ
オーストラリアではETASまたはビザの取得が必要です。有効なパスポートをご用意下さい。
オーストラリアは帰国時までのパスポート残存期間が必要です。当パンフレットでご案内し
ているパスポートの残存期間・ビザ取得の有無については、日本国パスポート基準にしてい
ます。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にご自身で
ご確認ください。

12．その他

（１） 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（２） お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物はお客様の

責任で行っていただきます。
（３） このパンフレットは、平成２４年３月３０日現在を基準としております。

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱営業者での取引の責任者です。このご旅行
の契約に関し、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におた
ずねください。

旅行条件＜要約＞ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部と

なります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。

【旅行企画・実施／お申し込み・お問い合わせ】

ストリームライン新宿支店 担当：摺澤優（スリザワユウ）

写真提供：

オーストラリア
政府観光局

クイーンズランド州
観光公社

承認番号：16035



　旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関、保険会社等への個人情報の提供

について同意の上、本旅行に申し込みます。

平成24年　　　月　　　日

〒

TEL

携帯
〒

TEL

氏名 ご本人との関係：

有効な旅券が　　　ある ない ※〇を付けてください。

今回のご旅行では有効期限が2012年11月25日までの旅券が必要です。

有効な旅券をお持ちの方は顔写真が載ったページの旅券コピーも併せご提出下さい。

シングル ツイン ※〇を付けてください。

※〇を付けてください。

なお、ご希望に添えないこともございます。予めご了承願います。

往路：　　月　　日　　区間 → 希望到着時刻 頃　

復路：　　月　　日　　区間 → 希望到着時刻 頃　

当社がご案内する任意の海外旅行保険への加入を希望されない方は必ず下記へご署名・ご捺印願います。

※〇を付けてください。

→ 私は海外旅行保険を申し込みません。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

ご注意： 弊社代行手数料：5,250円が別途かかります。

（裏面もご覧下さい）　

国内航空券手配
のご希望

希望する

ツインの場合、同室希望者のお名前

喫煙室 禁煙室

客室希望

フリガナ

氏名

現住所

平成24年度　消防互助年金海外視察　お申込書

その他ご要望事項

11/24（土）後泊
シングル・ツイン

11/17（土）前泊
シングル・ツイン

※ご入用の方は
　〇を付けてください。

ツインの場合、同室希望者のお名前

成田空港
前泊・後泊希望

希望しない

希望する 希望しないETAS(オーストラリ
アビザ）の代理取得

有効な旅券の有無

海外旅行傷害保険

＊＊＊お申込み締め切り：７月３１日（火）＊＊＊

Eメールアドレス

渡航後の国内連絡先

ローマ字
(旅券表記）



〇旅行代金に含まれるもの

･航空運賃(ジェットスター往復エコノミークラス利用、空港諸税、燃油サーチャージ）

･オーストラリア滞在時宿泊費用(四つ星クラス、2名1室利用、朝食付）

･食事代金(日程表記載箇所）

･観光費用(日程表記載箇所の入場料金）

･添乗員費用

〇旅行代金に含まれないもの

･預け入れ荷物超過料金（料金表は別紙の通り）

･ビジネスクラス利用追加費用：92,000円

･1人部屋利用料金：55,000円

･前後泊宿泊料金：7,800円（朝食付：1,500円追加　　＊3月30日現在の料金です。）

･オーストラリアビザ申請費用

･成田空港までの交通費

　＊参考料金　札幌ー成田(片道)：33,500円　　名古屋ー成田(片道）：18,100円

　　　　　　　大阪ー成田(片道)：22,500円　　福岡ー成田(片道)：36,700円

　＊上記金額は正規料金です。ご予約を承った時点での最安値をご案内いたします。

･海外旅行傷害保険

　　　　　　　

<お申込み・お問合わせ先>

〒160-0023　東京都新宿区西新宿7－5－25　西新宿木村屋ビルディング16階
トップツアー株式会社　国際旅行事業部　ストリームライン新宿支店
担当　：　摺澤（スリザワ） 優　
TEL : ０３－５３４８－３５００ FAX : ０３－５３４８－３７９９
E-mail : yu_surizawa@toptour.co.jp

＊ご記入いただきましたお客様の個人情報は、別紙「個人情報の取扱いについて」に従って

お取扱致します。

＊複数名のグループでお申し込みの場合も、お一人様ずつご記入・ご提出下さい。








