ラグビーワールドカップ2023
フランス大会観戦ツアー
RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023 TOUR
日本代表応援コースC

2023年9月15日 (金) ～ 2023年9月18日 (月)
旅行企画・実施

STH Japan はスポーツトラベル＆ホスピタリティ

(STH グループ)と株式会社 JTB の合弁会社です。
＊写真は全てイメージです。

現地発着

The package starts
and ends in France.
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JOIN US FOR

観戦コースの5つのポイント：
Our packages offer:

01

ラグビーワールドカップフランス2023
大会の観戦チケット

Guaranteed match tickets for Rugby World Cup 2023
公式旅行会社であるSTH Japanの観戦ツアーには、ニースでのイングランド v 日本戦とウエールズ v
予選トーナメント勝者戦のチケットが含まれています。

As an Official Travel Agent, STH Japan guarantees your tickets for England v Japan and Wales v Final
Qualifier Winner matches in Nice.
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南仏でのご宿泊（3泊）

Accommodation in the French Riviera (three nights)
地中海に面した南仏に位置する４つ星ホテル「リビエラ・マリオット・ラポート・デ・モナコ」にお泊りいただき
ます。ホテルの目の前には海が広がり、モナコへも近い為、自由時間には観光スポットをお楽しみください。
Guests will stay at the Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco, a 4 -star hotel situated in Cap d'Ail on the
Mediterranean Sea, only steps from the beach and just minutes from the vibrant city of Monaco.
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STHお客様限定プレマッチイベント1回組込み
Invitation to an exclusive pre-match event

観戦ツアーの醍醐味の一つとして、イングランド v 日本戦の前にラグビーファンと時間を過ごすイベントにご
参加いただけます。軽食と飲み物をお楽しみください。

As part of your rugby experience, you will be invited to an exclusive event ahead of the England v Japan match
for an opportunity to mingle with fellow fans. A light meal and drinks will be provided.
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スペシャル観戦グッズ付

Special edition commemorative gift
観戦コースにはスペシャル観戦グッズがお一人様一つ付いてきます。

Each guest will receive an exclusive souvenir as a memento of their spectacular Rugby World Cup 2023 experience.
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試合会場へのご案内

Transportation to the match venue
試合当日の送迎（バス又は公共交通機関）が含まれております。現地のガイドまたは弊社スタッフが、
現地にてご案内いたします。

There is no need for our guests to worry about finding their way to the venue as this package includes
match day transfers (by coach or public transport).

＊写真は全てイメージです。

02

05

HOST
VENUES
異なる魅力をもった

9つの都市、スタジアムで

熱戦が繰り広げられます。

リール

06
サン・ドニ
パリ

01
ナント

France. Each city is filled with its own
unique attractions providing something
different for each visitor.
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There are nine competition venues covering
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リヨン

サン・テティエンヌ

ボルドー
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ニース

トゥールーズ
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マルセイユ

ナント
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スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール
STADE DE LA BEAUJOIRE

収容 35,322人 (SEATS)

02

ボルドー

スタッド・ド・ボルドー

06

収容 80,056人 (SEATS)

収容 42,115人 (SEATS)

サン・テティエンヌ

スタッド・ジェフロワ・ギシャール

07

スタジアム・ドゥ・トゥールーズ

08

収容 33,150人 (SEATS)

リール

スタッド・ピエール・モーロワ
STADE PIERRE MAUROY

収容 50,095人 (SEATS)

ニース

スタッド・ド・ニース
STADE DE NICE

STADIUM DE TOULOUSE
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スタジアム OL
収容 59,186人 (SEATS)

収容 41,965人 (SEATS)

トゥールーズ

リヨン

OL STADIUM

STADE GEOFFROY GUICHARD

04

スタッド・ド・フランス
STADE DE FRANCE

STADE DE BORDEAUX

03

サン・ドニ

収容 34,615人 (SEATS)
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マルセイユ

スタッド・ヴェロドローム
STADE VÉLODROME

収容 67,404人 (SEATS)
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1. プロムナード・デ・ザングレ、ニース。 (夏季撮影) Promenade des Anglais, Nice. This photo was taken during the summer season. / 2 . ラ・フォンテーヌ・デュ・ソレイ、ニース。La Fontaine du Soleil, Nice ©

Luca Di Giovine / 3. ニースの「ガール・デュ・スュッド」。Place de la Gare du Sud, Nice. © Ludovic Charlet / 4. ポール・ランピア、ニース。 (夏季撮影) Port Lympia, Nice. This photo was taken during the summer

season. / 5. プロムナード・デュ・ペイヨン、ニース。 (夏季撮影) Promenade du Paillon, Nice. This photo was taken during the summer season. © Kirk Fisher

＊写真は全てイメージです。フリータイムにお楽しみください。
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日本代表応援コース C

ウェールズ v 予選トーナメント勝者、イングランド v 日本 観戦コース 4日間（カップダイユ3泊）

本コースには南仏を代表する都市に3泊し、人気の高いプール戦２試合分の観戦チケットが含まれております。

2023年最大級のスポーツイベント、ラグビーワールドカップフランス2023大会の公式旅行会社である STH Japan だから
こそご提供できる観戦コースとなっております。

ホテルの外観

海側のお部屋の一例

＊海側のお部屋：客室面積 約��m�、バルコニー付

ホテルのフロント

プレステージ海側のお部屋の一例

＊プレステージ海側のお部屋：客室面積 約��m�、バルコニー付、スリッパ・
バスローブをご用意、部屋内ミニバー（お水とソフトドリンク）無料

フレンズ＆ファミリー海側のお部屋の一例

＊フレンズ&ファミリー海側のお部屋：客室面積 約��m�、バルコニー付

ご利用ホテル / カップダイユ（ 2 名1 室利用）

4つ星ホテル

リビエラ・マリオット・ラポート・デ・モナコ
以下のお部屋からご選択ください。

- 海側のお部屋
- プレステージ海側のお部屋
- フレンズ＆ファミリー海側のお部屋

ご注意

※通常、チェックイン15：00、チェックアウト12：00となりますが、前後にずれる場合があります。時間は、最終日程表でご案内いたします。
※客室のバスはシャワーのみです。お客様によってはバスタブつきの客室となる場合があります。
※ホテルのお部屋は、通常12歳未満のお子様のみでの宿泊はできません。

※海側のお部屋、プレステージ海側のお部屋、フレンズ&ファミリー海側のお部屋：客室又はバルコニーの一部が海に面しており、その景観を特徴つけているお部屋です。ホテル
の敷地や立地状況、ご利用階数によりその景観は一律ではなく、海が正面に見えるとは限りません。
※フレンズ&ファミリー海側のお部屋は、3名様1室利用可能です。その場合、2台のベッドを3名様でご利用いただきます。(3名様1室利用割引の設定はございません）

※記載のホテル設備・サービス情報は、2021年12月1日現在のものです。ホテルの都合により予告なく変更になる場合があります。

＊写真は全てイメージです。
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スケジュール

日次

1

2023 / 9 / 15

金

日本代表応援コース C

旅程

宿泊地

(ホテル）

朝

食事
昼

夕

カップダイユ
（リビエラ・マリオット・
ラポート・デ・モナコ）

ホテルへお客様ご自身でチェックインしてください。

ホテルから試合会場へご案内（バス又は公共交通機関利用）

2

2023 / 9 / 16

土

17:45 試合開始ラグビーワールドカップ 2023

カップダイユ
（リビエラ・マリオット・
ラポート・デ・モナコ）

ウェールズ v 予選トーナメント勝者 観戦
（観戦チケット：カテゴリー3と４から選択可能）

試合終了後：試合会場からホテルへご案内（バス又は公共交通機関利用）

ホテルからプレマッチイベント又は試合会場へご案内（バス又は公共交通機関利用）

午後：STHお客様限定プレマッチイベント（飲み物と軽食をご用意）

3

2023 / 9 / 17

日

カップダイユ
（リビエラ・マリオット・
ラポート・デ・モナコ）

実施時間/日が変更になる場合があります。2023年 4月以降、内容含め確定しましたら、
お知らせいたします。

21:00 試合開始ラグビーワールドカップ 2023

イングランド v 日本 観戦（観戦チケット：カテゴリー2）
試合終了後：試合会場からホテルへご案内（バス又は公共交通機関利用）

4

2023 / 9 / 18

月

ホテルをお客様ご自身でチェックアウトしてください。

ご注意

※ホテルチェックイン、チェックアウトはお客様ご自身でお願いいたします。

※STHお客様限定プレマッチイベントは、実施日・時間帯が変更になる場合があります。2023年4月以降詳細をお知らせいたします。

※STHお客様限定プレマッチイベントは、弊社グループ会社（ニュージーランド、オーストラリア )等の他国のラグビーツアー参加者と一緒になる場合があります。又、他コースで
お申込みの方も一緒となる場合もあります。

※STHお客様限定プレマッチイベント会場へのご案内は、現地ガイド又は弊社スタッフがご案内いたします。イベント会場が近い場合、徒歩移動となる場合があります。

※2・3日目の試合会場へのご案内は、試合会場周辺の交通規制具合により、混乗バス又は公共交通機関でのご案内となります。どちらになるかは最終日程表でご案内いたします。
公共交通機関になった場合も移動費用は旅行代金に含まれています。
（バスになった場合、他コース参加者と混乗になる場合や、試合会場周辺は交通規制対象の為、降車地点
～会場間は徒歩移動になる場合があります。予めご了承ください。）復路については、ご集合場所・時間を決めてのご案内となりますが、時間に集合頂けない場合はご自身で
ホテルまでお戻り頂きます。予めご了承ください。

時間帯の目安

下表は、移動発着時刻の目安時間となります。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しています。
未明

0:00

早朝

4:00

朝

6:00

午前

8:00

午後

12:00

夕刻

16:00

夜

18:00

深夜

23:00

24:00
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現地から参加するラグビーワールドカップ2023

日本代表応援コース C

2023.9.15～2023.9.18

ウェールズ v 予選トーナメント勝者、イングランド v 日本 観戦コース 4日間（カップダイユ3泊）

コースNO

RW2342

部屋タイプ

ご旅行代金

お一人様あたり：2名様1室利用・観戦チケット代金
ウェールズv予選トーナメント勝者（カテゴリー4）、
イングランドv日本（カテゴリー2）込み

海側のお部屋

RW2343

プレステージ
海側のお部屋

RW2344

フレンズ＆ファミリー
海側のお部屋

大人・こども同額

2歳未満の幼児参加は不可

現地発着

お一人部屋追加代金
（相部屋不可）
※大人・こども同額

475,000円

75,000円

485,000円

85,000円

505,000円

105,000円

●アップグレード追加代金 （ウェールズv予選トーナメント勝者の観戦チケット）

アップグレード追加代金（お一人様あたり）

カテゴリー3 観戦チケット代金

大人・こども同額

5,000円

●往復の国際航空券は含まれておりません。航空券の手配が必要な方は2022年9月以降にお問い合わせください。

●ご利用ホテル：5ページをご参照ください。 ※客室のバスはシャワーのみです。お客様によってはバスタブつきの客室となる場合があります。

●最少催行人員：30名

●添乗員：同行しません。現地係員又は弊社スタッフがご案内いたします。

●食事：朝食3回、昼食0回、夕食0回。出発が早い場合は、ボックス朝食になる場合があります。

スタジアム 観戦席MAP
カテゴリー 1

ピッチサイド側席

カテゴリー 3

Hポールの後ろ側中段席

カテゴリー 2
カテゴリー 4

スタジアムの角側

Hポールの上段/下段席

スタッド・ド・ニース

＊写真は全てイメージです。
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ご案内

ご案内とご注意

必ずお読みください

●当コースは、現地ホテルチェックインにより旅行開始し、現地ホテルチェックアウトにより旅行終了する募集型
企画旅行です。航空券、空港～ホテルまでの送迎、途中の宿泊等、日程表に記載のない旅行サービスは含まれて
いません。お客様ご自身でお手配ください。また、途中の宿泊が含まれていない行程箇所については、弊社の責
任範疇外となります。

お申し込みについて

■記載内容について
記載内容は変更になる場合がありますので、お申込の際は、その都度弊社ウエブサイトにてご確認下さい。
■旅行代金について
●旅行代金は、1部屋をお2人でご利用の場合のお1人分の宿泊代金が含まれます。お1人で使用される場合、別途
お1人部屋追加代金が必要となります。相部屋はお受けしておりません。
日程表に記載のない宿泊と旅行サービスは含まれていません。お客様ご自身でお手配ください。
●こども代金の設定はなく、各種追加代金も含めて大人と同額です。幼児（2歳未満）の参加はご遠慮頂いております。
■お申込みについて
●お申込みには、パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出ください。お客様が氏名のスペル
を誤って記入された場合は、関係する機関への氏名訂正が必要になり、追加の費用負担をお願いすることがありま
す。なお、宿泊機関・観戦チケット機関の事情により、氏名訂正が認められず、旅行契約を解除していただき、改
めて正確な氏名にて旅行契約を結び直して頂く場合もあり、この場合は当社所定の取消料を頂きます。
●ホテルの営業規則により未成年者の単独宿泊、および未成年者のみの1室利用はお受けできない場合があります。
あらかじめご了承ください。
●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必要と
する方は、その旨をご旅行お申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様
のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
■渡航手続きについて
●お手持ちのパスポート（旅券）が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、ならびにパスポート・ビザ（査証）の
取得等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。
●渡航に関する情報は、日本国籍で当パンフレット掲載コースに参加される方を対象として、2021 年 12 月1日、
当パンフレット作成時の情報を下記に明記いたします。
（日本国籍ではないお客様はご自身で自国及び渡航先
国の大使館・入国管理事務所へお問い合わせください。）
■旅券（パスポート）・ビザ（査証）について
●下記別表の期間まで有効なパスポートが必要です。また、航空便の乗り継ぎルートによっては、目的地以外の
国の必要パスポート残存期間を要求される場合があるため、必要残存期間以上のパスポートをご用意いただ
くことをおすすめします。
●無査証で欧州に渡航（入国および乗り継ぎ）する場合、2022 年の渡航からインターネットを通じて ETIAS
( 欧 州渡 航 情 報 認 証 制 度 ）電子 認 証システムの申請・許 可が 義 務 付けられる予定です（ 別 料 金 / 事前取得
要 ）。開 始 時 期 、取 得方法、金 額 等 詳 細 は 現 段 階 では 未 定です。以下 HPより最 新 情 報は確 認ください。
http://etias-euvisa.com(2021年12月現在）
●ビザ（査証）について 渡航先の入国制限により、観光査証発給や日本との相互査証免除措置等が一時中止となっ
ている国があります。再開時期など詳細に関しましては、大使館ホームページ等にて最新の情報をご確認ください。
●日本国籍の方の行き先国別、旅券・査証の条件（ 2021年12月1日現在）
国／地域
フランス

ビザ要否

180日間で90日以内

の観光は査証不要

パスポートに必要な残存有効期間

シェンゲン協定加盟国出国時3か月以上必要
旅券の未使用査証欄は見開き2頁以上必要
出国用航空券要、海外旅行保険、滞在費証明持参が望ましい

■ご出発前のご案内について
●宿泊ホテルは、ご出発の２週間～７日前（遅くとも前日まで）にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。
（パンフレット記載の日程は変更となる場合があります。旅行出発前にお渡しする最終旅行日程表でご確認ください。）
■催行中止の連絡について
●お申込みコースのご旅行が催行されない場合は、4月27日～ 5月6日、7月20日～8月31日、12 月20日～1月7日
の出発日はご出発の34日前、その他の出発日は、ご出発の24日前までにご連絡いたします。

交通機関について

■時間帯及び時刻の表示について
●「時間帯表示」は、指定場所に向かうバスなどの移動の発着時刻を元にした時間です。
「時刻表示」は、主としてバス移動
のホテルを起点とした発着時刻となります。バス、列車等の移動の時間帯、時刻は標準的なめやすで、季節、天候、曜日、
宿泊ホテルの立地、交通事情等により変わります。宿泊ホテルの発着時間は、現地にて係員より再度ご案内します。
■バスの移動について
●日程表中に記載の時間・走行距離は標準的な目安となり、季節、天候、曜日、宿泊ホテルの立地、交通事情等
により変わります。現地での詳細なスケジュールは、現地にて係員よりご案内します。
●ご参加の人数によって、セダン、バン、ミニバス利用となり、ドライバーガイドとなる場合があります。またタク
シーなどの公共交通機関、ホテル提供のバス等も利用する場合があります。
●他のSTH JAPANのお客様および当社が旅行企画・実施する旅行以外のお客様とご一緒に、観光、送迎などをご案内させて
いただくことがあります。又、当社海外グループ会社が旅行企画・実施する旅行参加のお客様と一緒になる場合があります。
その場合、日本語スタッフが同乗の上、英語などの他国語のツアーのお客様と同じ車両での送迎・観光となる場合があります。
●パリでは、競技会場周辺は交通規制の対象となる為、お客様各自で公共交通機関利用で移動頂きます。それ
以外の都市での試合会場へのご案内は、各日程表下のご注意をご覧ください。
●複数のホテルに立ち寄り時間がかかる場合があります。
■航空機 / 列車での移動について
●日程表内記載の航空機 / 列車の出発時間帯は、2021年 12月のスケジュールを基準としていますが、運輸機関の
都合により変更となる場合があります。又、必ずしも最適な時間帯とならない場合があります。
●日程表内記載の乗継回数が追加・変更となる場合や乗継空港/駅での現地係員のご案内がない場合があります。
どちらも最終旅行日程表にてお知らせします。その場合、旅行代金の変更はございません。
●航空機 / 列車の利用便指定、窓側・通路側など座席のご希望はお受けできません。又、隣り合わせにならない
場合があります。
●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更により、旅行日程・宿泊の変更、目的地滞在時間の短縮および日程
表内記載旅行サービスの変更・削除が発生する場合もあります。その場合、旅行保証の責任は負いかねます
が、当初の日程に従った旅行サービスが受けられますように手配努力します。
●航空機の手荷物は、機内に無料で預けられる個数・重量・サイズの制限を超えると有料となる場合やお預かり
できない場合があります。各航空会社にお問い合わせください。
●列車の手荷物は、お客様と一緒に運ばずに、別の荷物運搬車で運ぶ場合があります。

現地係員 /当社スタッフについて

●現地係員 /当社スタッフは日本語を話しますが、日本人とは限りません。

観戦チケットについて

●日程表記載の競技スケジュール、対戦カードは予定となります。現地事情により予告なく変更・中止となる場合があります。
天候・その他当社が関与しない事由により、試合時間が変更になった場合、競技開催日の変更または中止となった場合は、該当
する観戦チケット代金の返金・交換は致しかねます。ただし、主催者が払い戻しを行った場合はこの限りではございません。
●数名でのご参加の場合、観戦チケットのお席が隣同士とならなかったり、座席位置が離れてしまう場合があり
ます。座席番号や位置の指定はできません。
●組み込み観戦チケットの再販売、転売、商用利用は禁止されています。

食事・STHお客様限定プレマッチイベントについて

●旅行代金には、各日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれています。ただし、お客様が注文さ
れた飲物・追加料理代はお客様負担となります。
●利用予定のレストランが休業、閉店となった場合、ご利用日を変更してご案内したり、他の同等グレードのレス
トランに変更となる場合があります。
■朝食について
●朝食は、基本的にアメリカン、コンチネンタルまたはビュッフェブレックファーストをご用意します。ヨーロッパ
は地域により朝食を多くとらないため、ビュッフェブレックファストでもパン、コーヒー、ジュース、チーズ、コーン
フレーク類のみしか用意されない場合があります。早朝移動の場合、ボックス朝食になる場合があります。

禁煙・喫煙について

●近年、ヨーロッパ各国では禁煙化が広がり、基本的に公共スペースでは禁煙となります。法律により罰せられる
場合がありますので、喫煙の際は現地訪問先にて必ず喫煙の可否をご確認ください。
●ヨーロッパのほとんどのホテルでは禁煙室と喫煙室に分かれており、禁煙室の割合が非常に多くなっています。
指定はお受けできません。なお、一部のホテルは全室禁煙となっております。

ホテル・お部屋・ポーターサービスについて

■ポーターサービスについて
●空港・駅・ホテルでのポーターサービスは含まれておりません。お客様ご自身でお荷物をお運び頂きます。
■宿泊ホテルの改修工事について
●予告なく改修工事を行う場合があります。そのため、騒音が発生したり、施設の一部が利用できない場合が
あります。改修工事等により主要施設がご利用できないことが判明した場合、弊社よりご案内いたします。ま
た、改修中であってもホテルは通常通り営業することが多くありますので予めご了承ください。
■ホテル情報について
●ウエブサイト掲載のホテル情報は 2021年 12月1日現在のものとなり、予告なく変更となる場合がありますので、
現地でご利用の際ご確認ください。
●ヨーロピアンスタイルのホテルは、多くが 市中心部に位置するため観 光にも便 利ですが、建物が古いため
必ずしも機能的ではない面があります。部屋にテレビ・ミニバー・ドライやーなどがなかったり、蛇口のしまりが
悪かったり、風呂の水はけが悪いなど不便さとして映ってしまう所もあります。
■荷物について
●一度チェックアウトされた後は、ホテルによっては保安上お客様の荷物をお預りできない場合があります。到着
時ホテルスタッフにご自身でお問い合わせください。
■お部屋について
●特に記載のない限り、お部屋の眺望及び階数は指定できません。
●同じコースの場合でも、ホテルによっては、すべてのお客様に同一タイプ、同一フロアのお部屋をご提供できない
場合があります。
●国際電話やお部屋のミニバー利用など個人的な勘定の保証として、パスポートと同じ名前のクレジットカードの
提示または現金での保証金を請求されることがあります。
●お部屋のリネン類（タオル、シーツ等）の交換、お部屋の清掃はご希望されないと行われない場合があります。
■お部屋のベッドタイプについて
●２人用のお部屋にはシングルベッドが２台の「ツインベッドルーム」と大型ベッド１台の「１ベッドタイプ」の２種類
があります。部屋タイプを明記した場合を除き、弊社ではできる限り「ツインベッドルーム」をご用意いたします
が、場合によって「１ベッドタイプ」に 2台目のベッドとして簡易ベッド（エキストラベッドまたはソファーベッド）
を入れてご利用いただくことがあります。ただし、ハネムーナーやご夫婦（グループや家族など複数人数でご
参加の夫婦を含む）等のカップルでご参加の際は、
「１ベッドタイプ」で大型ベッド１台のみのご利用となる場合
があります。
●「ツインベッドルーム」には２つのベッドが離れていない部屋や、２つのベッドマットが１つの枠の中に入っている
部屋、また２つのベッドのサイズや種類が異なる部屋が含まれます。又、幅の狭いベッドになる場合があります。
●「１ベッドタイプ」のお部屋は大型ベッド１台または２つのベッドマットを１台のベッドとしてベッドメイクした
お部屋です。
■1名様で1部屋ご利用の場合
●お1人または奇数人数でご参加の場合は、他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人で利用される
方は、お 1人部屋追加代金が必要となります。当ウエブサイト掲載のコースでは、お 1人部屋利用のお客様には
「ツインベッドルーム」または「1ベッドタイプ」をご用意します。また、2人部屋より手狭になる場合があります。
■2部屋以上でご利用の場合
●グループやご家族などで 2 部屋以上ご利用の場合、ホテル側の事情により、お隣または同じ階のお部屋をご用
意できない場合があります。
■3 名様で1部屋（トリプルルーム）ご利用の場合
●トリプル利用はお部屋数に限りがある為、お申込後の手配となります。回答は出発間際となり、場合によっては
ご利用頂けない場合があります。その際には、お一人部屋追加代金が必要となります。
●2 人部屋に簡易ベッド（エキストラベッドまたはソファーベッド）を入れて 3 名様でご利用いただくため手狭と
なります。また、大型のベッド1台と簡易ベッド1台となる場合があります。簡易ベッドの搬入やアメニティのご用意
は夜遅くなることがあります。
（旅行代金の割引はありません）

観光・オプショナルツアーについて

■オプショナルツアーについて
●オプショナルツアーは、ツアーお申込みの方に後日ご案内を予定しています。
（ 2022年10月頃予定）
■観光について
●当社が旅行企画・実施する旅行以外のお客様とご一緒に、観光、送迎などをご案内させていただくことがあり
ます。又、当社海外グループ会社が旅行企画・実施する旅行参加のお客様と一緒になる場合があります。その
場合、日本語スタッフが同乗の上、英語などの他国語のツアーのお客様と同じ車両での送迎・観光となる場合
があります。
●他のお客様と合わせて一つのグループとなり、１人のガイドがご案内する観光箇所があります。
●ヨーロッパの各都市では祝祭日には観光箇所が休館となり、オプショナルツアーが催行除外日となる場合が
あります。
●施 設の突然の休 館、イベント開催に伴う交 通 規制、その他 現 地事情や天候により、観光箇所の変更または
実施日が変更になる場合があります。また、これにより自由行動時間などに影響がでる場合がありますので、
予めご了承ください。
●宗教的な祝祭日などは間近にならないと決まらないのが通例となっています。政府高官や王族の行事の為、
観光箇所が急に閉鎖されることもあります。これらのため、やむなく観光の内容や順序を変更したり、割愛させ
て頂く事があります。
●各地の教会・博物館・美術館などの観光・見学箇所では、規模の大小を問わず修復工事が行われていることが
頻繁にあります。これらにより外観、内装の一部をご覧いただけないことがあります。
●コースに組み込んでいる教会や寺院等は、ミサや公式行事、特別な行事が行われている間は入場できない場合
があります。また、一部の観光箇所、教会、寺院などでは、内部での説明が制限されているため、ご自身で見
学していただきます。
●ヨーロッパ諸国では、特定の日や期間において自国の文化に対する関心や理解を深めてもらう目的で、遺跡・
教会・美術館・博物館などの観光施設を入場無料として開放する為、一部施設では事前予約が無効とされて
しまうことがあります。この取り組みにより、各施設には普段以上の観光客が訪れることも想定され、入場の為
に並んでいただく時間が長くなるなど、行程に変更が生じる場合がございます。スケジュールや参画施設は直前
にならないと確定しないため、お客様には確定次第のご案内となります。

ショッピング・戻し税について

●現地でのお買い物については、お客様ご自身の責任において商品をお買い求めください。また、お買い求めに
なられた商品の別送は、早い場合で3～6カ月の期間を要し、なおかつ紛失・破損の可能性が大きいのが現状で
す。お土産品の別送は、極力避けられることをおすすめします。
●免税手続きは EU 加盟国を旅行する場合、基本的にはヨーロッパ内の最終出発空港での手続きとなります。
免税手続きは、お客様ご自身の責任において手続きください。免税カウンターの混雑のため、免税手続きがで
きない場合があります。
●植物等、日本への持ち込みには検査証明書が必要な品物や、持込みが禁止されている品物もありますので
ご注意ください。

各種プラン

旅行・企画について

■各種プラン 旅行・企画について
●各種プランは当社が旅行企画・実施するプランです。基本コースに組み込まれ、全体としてひとつの募集型
企画旅行として実施します。
■各種プラン 取消料について
●お申込み時期のお取り消しは、お申し出時期により、基本コースの出発日を基準に、所定の取消料が必要とな
ります。プランのみのお取り消しの場合も、基本コースを含めた募集型企画旅行の旅行代金総額に対する取消
料を上限として、基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。

ウエブサイト掲載の地図について

●当ウエブサイト内記載の地図は、おおよその位置関係を示すもので正確な縮尺ではありません。
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お問い合わせ先・申込み先
会社名:
住所:
電話:

旅行企画・実施
STH Japan 株式会社

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1
第1 種旅行業

営業時間:
目黒アルコタワー7階

観光庁長官登録旅行業第2115号

日本旅行業協会正会員

STH Japan はスポーツトラベル＆ホスピタリティ（STH グループ）
と株式会社 JTB の合弁会社です。

メール:

ホームページ:

総合旅行業務取扱管理者:

STH Japan 株式会社

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1
目黒アルコタワー7階

(03) 4520 6976 （日本語）
+81 (3) 4520 6977 （英語）
10:00 - 17:00 （月 ～ 金）

info@sthjapan.com
www.sthjapan.com/rwc-2023
阿部

一晴

※総合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引責任者です。

ご旅行の契約に不明な点がございましたら、遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

Supported by Atout France

＊写真は全てイメージです。
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