
出発日／旅行代金

2019年 12月24日(火)〈4日間〉
（エコノミークラス／2名1室利用 おひとりさま)

成田空港発着 198,000円
※日本と現地空港税等諸費用､国際観光旅客税は旅行代金に
含まれません。別途申し受けます。

ひとり部屋追加代金：21,000円
■利用ホテル：ホリデイリゾートホテル

■添乗員 同行します
■食 事 朝食3 昼食3  夕食1（機内食のぞく）

■航空会社 ：チェジュ航空チャーター便

■最少催行人員 15名

日次 発着地／滞在地 現地時刻 交通機関名 摘 要
食
事

1 2019年 8:00 成田国際空港第3ターミナル集合

12月24日東 京 ( 成 田 ） 発 10:05 7C-1182 チェジュ航空のチャーター便でグアムへ

（火） グ ア ム 着 15:00 バス 着後、ホテルへ

（ホリデイリゾート泊）

2 12月25日グ ア ム 滞 在 ホテルにて朝食 朝

（水） 10:00～12:00
ホテルにて天体写真講座Ⅰ
(星景写真撮影入門）

ホテルにて昼食 昼

14:00～16:00
ホテルにて天体写真講座Ⅱ
(追尾撮影入門）

19:00～23:00 撮影実習（星景・追尾）

（ホリデイリゾート泊）

3 12月26日グ ア ム 滞 在 ホテルにて朝食 その後、自由行動 朝

（木） 11:00 バス ココパームガーデンビーチへ

11:30 レストランにて昼食 昼

12:00～14:00
天体写真講座Ⅲ
(金環日食観測＆撮影実践講座）

金環日食観測
（ココパームガーデンビーチを予定）

食の始まり 15:33:55

中心食の始まり 16:54:33

最大食 16:56:05 方向173度
高さ13.3度

中心食の終わり 16:57:38

日の入り 18:00:45 （食分0.07)

夜 レストランにて夕食（懇親会） 夕

20:00～22:00
撮影実習（星景・追尾）
その後ホテルへ。

（ホリデイリゾート泊）

4 12月27日 ホテルにて朝食 朝

(金） 10:00～12:00
ホテルにて天体写真講座
（天体画像処理入門・講評）

12:15 ホテルにて昼食 昼

13:00 バス 空港へ

グ ア ム 発 16:00 7C-1189 チェジュ航空のチャーター便で帰国の途

東 京 ( 成 田 ） 着 19:00 着後空港にて解散

●天体写真集中講座と実践 講師：古庄 歩先生
金環日食の機会に、グアムで天体写真の集中講座を開講します。

・カリキュラム
①星景写真撮影入門、②追尾撮影入門
③金環日食観測＆撮影実践講座
④天体画像処理入門、⑤講評

※チャーター便の運行には政府認可が条件となり、当ツアースケジュールは、申請中の運行スケジュールに基づいているため、認可条件および決定スケジュールにより、旅行日程・発着時間は予告
なく変更・中止となる場合がございます。
※金環日食、星空観賞・撮影は天候などの理由により観測・撮影出来ない場合があります。その場合の旅行代金の返金はございませんので予めご承知おきください。

【講師：古庄 歩氏】
天文ライター・天体写真コンサルタント。2004 年に天体写真
用のダーク減算ソフト「RAP」を開発し、デジタルカメラによる
天体写真普及の一翼を担う。天文誌に画像処理・撮影技術の
記事を多数寄稿し、天体機材のアドバイザーも務める。

●グアム金環日食
2019年12月26日。アラビア半島から始まる金環日食は南インド、
スリランカ、インドネシア、シンガポールなどを通り、太平洋ミクロネ
シアで終わります。セブンカルチャーネットワークでは、日本から最
も近く、便利なグアムを観測地としました。

ツアーのポイント



■お問い合わせ・お申し込み ＜旅行企画･実施＞ ■企画協力 ㈱ツアープラス・ワン

㈱セブンカルチャーネットワーク 「グアム金環日食ツアー」 係

電話 ： ０３-６２３８-３０８５ ＦＡＸ：０３-６２３８-１９６７

〒102-8452 東京都千代田区二番町8-8 ＜受付時間 月～金：10：00～17：00 土･日曜：休業＞

観光庁長官登録旅行業第1870号／一般社団法人日本旅行業協会正会員／総合旅行業務取扱管理者：竹本有希枝

〔最終日程表の交付時期〕

確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終
日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開
始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降に
お申込みいただいた場合には、旅行開始日当日に交付するこ
とがあります。
なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況
についてご説明いたします。

〔個人情報の取り扱いについて〕

当社は、旅行契約の申し込みの際に提出された申込書に記載
された個人情報について、 お客様との間の連絡のために利用
させていただく他、運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等
についてはパンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記
載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の
提供するサービスの手配及びそれらの旅行サービスの受領の
ための手続き（以下「手配等」といいます。）に必要な範囲内、ま
たは当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保
険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたし
ます。また、旅行先でのお客様の買い物の便宜のため、お客様
のお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子
的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申し込み
いただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意
いただくものとします。
※この他、当社では、1.当社及び当社と提携する企業の商品や
サービス、キャンペーンのご案内 2.旅行参加後のご意見やご
感想の提供のお願い 3.アンケートのお願い 4.特典サービス
の提供 5.統計資料の作成の目的でお客様の個人情報を利用
させていただくことがございます。

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕

この旅行条件は、下記の日付を基準としています。

2019年10月4日

旅行企画・実施：

株式会社セブンカルチャーネットワーク

東京都千代田区二番町8-8

観光庁長官登録旅行業第1870号

〔募集型企画旅行契約〕

（1）この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（東京都千
代田区二番町8-8、観光庁長官登録旅行業第1870号） (以下当社
と言います。) が企画・募集・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｣という〕を締結することとなります。
（2）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡
しする募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）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・契約成立の時期〕

当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申
込みいただきます。

■ 申込金 （お一人様につき）

※お申込みから一週間以内にお支払ください。
振込先： 三井住友銀行 しらゆり支店
普通１２０６９１１ 口座名: (株)セブンカルチャーネットワーク

申込金のお支払いは銀行振込のみとなります。残金をクレジット
カード決済希望の方には、後日決済用のURLをメールでご案内いた
します。
申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取扱います。
お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受
理をもって成立するものといたします。

〔旅行代金のお支払い〕

残金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって21日目にあた
る日より前にお支払いいただきます。

〔旅行代金に含まれるもの〕

旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金観光料
金（バス料金、ガイド料金、入場料） ・旅行日程に明示した宿泊料金
及び税、サービス料金(部屋条件は別途明記します) ・旅行日程に
明示した食事料金（機内食を除く）・団体行動に必要な心付・添乗員
付ｺｰｽの添乗員同行費用

〔旅行代金に含まれないもの〕

上記「含まれるもの」の他は含まれません。一部を以下に例示いた
します。定員以下での部屋利用の場合の追加代金（各コースごとに
異なります）・超過手荷物料金・飲み物代、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・追加飲食代その他
個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料・・日本国内
における自宅から集合／解散場所までの交通費、宿泊料・希望者
のみ参加するオプショナルツアーの代金・お客様の傷害・疾病に対
する医療費、日本国内の空港施設使用料、燃油サーチャージなど
運送機関の課す付加運賃・料金

〔旅行契約内容・代金の変更〕

当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあり
ます。詳しくは、「条件書」によります。

〔取消料〕

お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除す
ることができます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由
によるお取消の場合も下記取消料をいただきます。

〔当社の責任〕

当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を
賠償いたします。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または
重大な過失がある場合を除きお１人15万円までとし、損害発生の翌
日から起算して１４日以内に通知された場合）その他は「条件書」に
よります。

〔特別補償〕

当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶
然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損
害について補償金及び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によ
ります。

〔旅程保証〕

旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更内容
に応じて変更保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔お客様の責任〕

当社はお客様の故意または過失、法令もしくは功序良俗に反する行
為により当社が 損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受
けます。

〔最少催行人員〕

募集パンフレットに記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止す
ることがあります。ただし、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)にあたる日より前に通知いたします。

〔現地手配代行者との連絡方法〕

添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最
終日程表に明示します。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱
う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約
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尋ねください。

解除時期など 取消料

旅行開始日の

前日から

さかのぼって

＜ピーク期＞

4/27-5/6

7/20-8/31

12/20-1/7

40日目～31日目

（ピーク期の出発）
旅行代金の10％

30日目～15日目

（旅行代金が50万
円以上の場合）

100,000円

（旅行代金の20％)

14日目～3日目 旅行代金の 20%

旅行開始日の前々日～当日の解除 旅行代金の 50%

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%

旅行代金（おひとり） 申込金（おひとり）

50万円以上 100,000円以上旅行代金まで

30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで

15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

申込はWEBで


