
MALAYSIA 

マレーシア 

2016年11月25日（金）～11月28日（月） 中部国際空港発着 

１０１,０００円 
エコノミークラス ２名１室利用 お一人様旅行代金 
上記旅行代金の他に燃油サーチャージ14,200円，空港税が別途必要です。旅行代金と合わせてお支払いください。 

Penang 
ペナン 

 

マレー半島と長さ13.5kmのペナン・ブリッジによって結ばれる小さな島、ペナン島。 
18世紀後半、イギリスに植民地として割譲されていたペナン島は、東西貿易の十字路であるマ
ラッカ海峡に位置する地の利を生かして、当時から文化・貿易の交流地として栄えました。 
ジョージタウンには、今でもコロニアル調の建物や、マレー・中国・インド式の建物が建ち並び、
当時の面影を強く残しています。またペナン島は「東洋の真珠 (The Pearl of The Orient)」と
呼ばれ、現在でもマレーシア随一の観光地です。 

  近年世界遺産に登録された「ジョージタウン」の街並み 

ペナン島とは？ 

添乗員同行 
最少催行人員20名 

 （イメージ） 

オプショナル 
ツアー 

2016年11月27日（日）、深夜スタート。   
 
1985年から開催されているペナン・ブリッジ国際マラソン。マレーシア半島とペナン島を結ぶ全長13.5kmのペナン・ブリッジを
走ります。暑さを避けるため、深夜にスタートとなるこのマラソンは、世界で3番目に長いペナン・ブリッジから眺める日の出の
美しさが魅力で、参加者は年々増えています。ペナン・ブリッジ国際マラソンは、フルマラソン（42.195km）、ハーフマラソン
（21.0975km）、10kmラン(10km)、ジュニアラン（10km）の4種目。スタート地点は、クイーンズベイ・モール。どの種目も
年にこの日の数時間だけ通行止めになるペナン・ブリッジを走ります。参加者全員に受付時に参加記念Ｔシャツが配られ、完走者
にはゴール地点でフィニッシャ―ズ・メダルが授与されます。 

追加代金： 
登録手数料
3,240円 

＋ 
ｴﾝﾄﾘｰﾌｨｰ 

（裏面参照） 

に参加しよう！ 

 （イメージ） 

2008年7月にマラッカとともにユネス
コ世界文化遺産として登録されたペナ
ンの都市ジョージタウン。 
イギリス植民地時代の建物と、様々な
文化が融合した独特の町並みを今なお
残しています。 



深夜 

旅行条件 

１０１,０００円 

その他の費用 

一人部屋追加代金部屋 １２,５００円 

■発着地/中部国際空港 ■添乗員/中部国際空港から同行します 
■食事/朝食１回、昼食０回、夕食０回（機内食除く） 
■利用航空会社/シンガポール航空 シルクエア（エコノミークラス） 
■利用予定ホテル/ベイビュージョージタウンホテル ペナン 
■添乗員１名のほかTOMORUNコーチ１名が同行いたします 
■最少催行人員/２０名 

BAYVIEW GEORGETOWN PENANG  

ベイビュージョージタウンホテルペナン 

利用予定ホテル 

ジョージタウンの北部、市内の環状線のひとつ
であるペナン通りに近い立地抜群のホテル。観
光スポット巡りやショッピング、グルメ、そし
てビジネスと、何をするにも便利なロケーショ
ン。最上階まで吹き抜けで開放的な空間となっ
ており、カジュアルなコーヒーハウスからペナ
ン島の眺望が360度のパノラマで楽しめるレス
トラン、日本料理店まで揃っている。  
 

ホテル写真 

1 .募集型企画旅行契約 7 .お 取消料

２ ． ご旅行契約のお 申込み・ 契約の成立

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・１００，０００円
旅行代金が３０万以上５０万円未満・・・・・５０，０００円
旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・３０，０００円

５０万円以上 １００，０００円以上旅行代金まで 旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・２０，０００円
３０万円以上５０万円未満 ５０，０００円以上旅行代金まで 旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・ご旅行代金の20%
１５万円以上３０万円未満 ３０，０００円以上旅行代金まで
１０万円以上１５万円未満 ２０，０００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 旅行開始日の前々日から当日
３ ． 旅行代金のお 支払い 旅行開始後、又は無連絡不参加

８ ． 旅行条件・ 旅行代金の基準

４ ． お 支払い 対象旅行代金

5 .旅行代金に 含まれる も の

6 .旅行代金に 含まれない も の（ 一部例示）

個人情報の取扱について 渡航先の危険情報・保険衛生について 燃油付加運賃のご案内
当社は、旅行申込みの際に申込書にご記入いただいたお客

様の個人情報について、お客様との間の連絡、お申込みいた

だいた旅行における運送・宿泊機関の提供するサービス手

配の手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、

当社の個人情報の取扱に関する規定は、旅行条件書（全文）

に記載してありますので、お申込み前にご確認いただき、ご了

承の上お申込みください。

●渡航先（国又は地域）によっては、外務省より危険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領事サービスセンターなどでもご確認いただ

けます。　TEL：０３－５５０１－８１６２　　　　URL:http://www.anzen.mofa.go.jp/

●渡航先（国又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.jo/

｢燃油付加運賃｣は燃油原価水準の異常な高騰に伴い、燃油原価が一定の水準にもどるまでという一

定の期間を定めて、ご搭乗されるあらゆるお客様に一律に化せられる付加運賃として国土交通省に申

請し、認可されたものです。この燃油付加運賃はその性格上、日本国内の空港使用料、諸外国の空港税

と同様に、通常の航空運賃とは異なる性格をもつ付加的な運賃であり、旅行代金には含まれておりま

せん。旅行代金とは別に販売店にお支払いください。尚、当該燃油付加運賃の認可打ち切り、又は廃

止された場合には不要となります。また、増額された場合には増額した金額にて申し受けます。

ご旅行条件（要約）　　　　　　　　お申込みの際に事前にお渡しする当社｢募集型企画旅行条件書（全文）｣をお読みください。

この旅行は（株）遠鉄トラ ベル(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。ご旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書、出発前にお

渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款約款（募集型企画旅行の部、以下「当社約款」といいます）によります。

 旅行契約の成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときはお一人様につき以下の取消料をいただきます。

『ピーク時』とは、４/２７～５/６、７/２０～８/３１、１２/２０～１/７をいいます。

契約の解除日
取消料

ﾋﾟｰｸ時に開始する旅行 ﾋﾟｰｸ時以外に開始する旅行

当社所定の申込書に、所定の事項を記入し、下記申込金を添えてお申込みください。電話、郵便、ＦＡＸ、Ｅ-メール等によりお申込みの場

合は、当社が予約の承諾をする旨の通知をした日の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきま

す。旅行契約は当社が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立いたします。申込金は旅行代金をいただく時、その一部として繰り入

れます。

ご旅行の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％

（最高５０，０００円まで）
無料

ご旅行の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
区分 申込金

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

旅行代金の残金は旅行出発の２１日前までにご請求に従って全額お支払い下さい。

この旅行条件は2015年3月１日を基準としております。また、旅行代金は2015年3月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・

適用規則または、2015年3月1日現在国土交通省に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しております。 「お支払い旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に「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」の合計金額から「割

引代金として表示した金額」を差し引いた金額を言います。この合計金額が 「申込金」「取消料」「変更補償金」の額を算出する際の基準

となります。

 (1)旅行日程に明示した下記の費用。航空運賃（ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ）、鉄道、送迎バス、現地バス料金（バス代・ガイ ド料金・入場料等）、宿泊料金

（２名１室利用）、食事代、手荷物の運搬料金（お一人様スーツケース１個の手荷物の運搬料金）。

(2)団体行動中のチップ・税金・サービス料　(3)添乗員経費／全日程にわたり添乗員が同行するのに必要な経費　※上記費用はお客様

のご都合によりご利用されなくても払い戻しは致しません。

(1)超過手荷物料金、クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ ・メイ ドチップ代、追加飲食等個人的性質の諸経費及びそれに伴う

税、サービス料金、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続諸経費用（旅券印紙代、査証料、渡航手続料等）、国内集合・解散場所までの

交通費・宿泊費等、お一人参加の場合の一人部屋追加料金、希望者のみ参加するオプショ ナルツアー費用、日本国内の空港施設使用

料、海外の空港税・出国税、運送機関の課す付加運賃・料金、任意の海外傷害保険等　(2)渡航手続諸費用　(3)日本国内の空港施設使

用料や旅行日程中の空港税・出入国税・査証（ビザ）代、およびビザ手続料

ご旅行の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

２０１６年８月３１日（水）までに別紙申込書ご記入の上、お申込み下さい 

この旅行条件は2016年7月1日を基準としております。また、旅行代金は2016年7月1日以降有効なものとして公示されている 
航空運賃・適用規則または、2016年7月1日現在国土交通省に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しております。 

日程表中時間帯目安 早朝 04:00～
07:00 

午前 07:00～
12:00 

昼 12:00～
13:00 

午後 13:00～
16:00 

夕刻 16:00～
18:00 

23:00～
04:00 

夜 18:00～
23:00 

朝 昼 夕

1 11/25 中部国際空港 8:30 3Ｆ出発ロビー集合
（金）

中部国際空港 発 午前 シンガポール航空にてシンガポール国際空港へ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国際空港 着 × × ×
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国際空港 発 夜 シルクエアにてペナンへ
ペナン国際空港 着 専用車 入国後、専用車にてホテルへ

ペナン(泊)
朝食：ホテル

2 11/26 ○ × ×
（土） ペナン 終日フリータイム

深夜 各自 各自でスタート地点へ（Queens Bay Mallの予定）

ペナン(泊)
終日フリータイム

3 11/27 ペナン
（日） × × ×

深夜 ペナンブリッジ国際マラソン  
◆2016年のスタート時間
フルマラソン：午前1時30分　※満員となりました
男性ハーフ：午前3時
女性ハーフ：午前3時15分
男性10km：午前6時30分（ジュニア男子同様）　
女性10km：午前7時00分（ジュニア女子同様）

各自 ゴール後、ホテルまではタクシー等各自で
お戻りください

お部屋は、18:00までご利用いただけます。
ペナン国際空港 発 夜 シルクエアにてシンガポールへ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国際空港 着

機内(泊)

4 11/28 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国際空港 発 深夜 シンガポール航空にて中部国際空港へ 機 × ×
（月）

中部国際空港 着 午前 到着後、解散。
お疲れ様でした。

行程（スケジュール）
食　事

日 日付 都市名
発
着

時間 交通機関

オプショナルプラン【別途申込要】


