
ナイル川クルーズと
神秘の古代遺跡を巡る

エジプト８日間の旅

ファラオ、ラムセス２世によって
建立されました。エジプト建築の
中で最も素晴しく、最も完成され
た形を持っている建てられてから
3,000年以上の時が流れましたが
ほぼ当時の状態で残っている。

世界
遺産

世界
遺産

ギザのピラミッドは数多くあるピラミ
ドの中でも最も重要なものです。
ピラミッドの近くに巨大なスフィンクス
があり、頭部はカフラー王に似せて造ら
れ、体は権力を象徴するというライオン
の形をしています。

✨✨

✨ ✨
✨

✨

実施日

平成３０年３月１１日（日）～１８日（日）

旅行代金

298,000円 群馬県起点

（おとなお一人様／２名様１室利用）
※上記旅行代金のほかに、現地空港税、燃油サーチャージ等が
別途加算されます。詳しくは裏面をご参照ください。

✨



【旅行企画・実施／お問い合わせ・お申し込みは 】
観光庁長官登録旅行業第939号

群馬支店
（一社） 日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員

★旅行実施日

２０１８年３月１１日（日）～

３月１８日（日）
★旅行代金

大人お一人様 298,000円
２名様１室利用
燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)・

各空港諸税等が別途必要です。
下記の料金は2017年11月1日現在の金額であり、

今後金額の変更や税金の新設・撤廃の可能性があります。
その際には実費を徴収致します。

・燃油サーチャージ/ 5,750円 (2017年11月1日現在)

・成田空港施設使用料旅客保安サービス料/2,610円
・海外空港諸税/ 約3,000円(2017年11月1日現在)

・出入国書類作成/ 4,320円
・一人部屋追加代金/34,000円
・エジプトビザ取得代行料/11,820円

★募集人員/ 15名様(最少催行人員：10名様)

★食事条件/ 朝食5回（内１回弁当）・昼食6回
夕食6回 ※機内食除く

★添乗員/ 出発地より同行いたします。
★利用航空会社/ エジプト航空
★利用バス会社/群馬コープ観光（往復空港送迎）
★利用ホテル/ カイロ：カイロピラミッドズホテル
アスワン・コムオンボ・ルクソール：クルーズ船内
★申込締切日/ 2018年1月4日(木)

★申込金/ 30,000円(旅行代金に充当します)

ナイル川クルーズと神秘の古代遺跡を巡る

エジプト８日間の旅

・時間の目安／早朝（4:00～6:00）朝（6:00～8:00）午前（8:00～12:00）
午後（12:00～16:00）夕刻（16:00～18:00）夜（18:00～23:00）深夜（23:00～4:00）
・食事について／〇・・・あり ×・・・なし 機・・・機内食
・観光地について／◎・・・入場観光 〇・・・下車観光

※現地スケジュールは予定であり、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※後日、改めて集合・解散地（及び時刻）をお知らせ致します。 承認番号2017111901

１．募集型企画旅行約款
（１）この旅行は、㈱農協観光群馬支店（群馬県亀里町１３１０ 観光庁長官登録 旅行業第９３９号、以下「当社」といいます。）と締結することになります。
（２）契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、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および当社旅行業約款
（募集型企画契約の部）によります。

２．お申込み・契約成立の時期
当社所定の申込書に下記の申込書を添えてお申込みください。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。電話、郵
便、ファクシミリ等の通信手段にてお申込みの場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して３日以内にお申込書の提出とお支払いをしていただきます。旅行
約款は、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。

３．お申込金（お一人様）

旅行代金 １５万円未満 １５万円以上３０万円未満 ３０万円以上

お申込金 旅行代金の20％以上旅行代金まで 30,000円以上旅行代金まで 50,000円以上旅行代金まで

４．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって１４日目にあたる日より前（お申込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）お支払いいただきます。

５．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎり普通席）（この運賃料金には運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応する
ため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。））を含みます。旅行日程中の宿泊費、食事代
および特に明示したその他の費用（宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む）、日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の空港税、添乗員同行コースの同行費用等。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

６．旅行代金に含まれないもの（一部例示）
上記のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
旅行中の個人的性質の諸費用（お客様ご自身の電話料その他通信料、ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等）、
オプショナルプラン（別途料金）の代金等、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費等。

～海外旅行保険加入のおすすめ～

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・盗難などに備えて、海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。海外旅行傷害
保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合わせください。

７．取消料
契約成立後、お客様のご都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合

、旅行代金に対してお一人様につき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、下記表における「特定日」とは
（４／２７～５／６、７／２０～８／３１、１２／２０～１／７）を指します。

区 分 取消料（お一人様）

旅行開始
日の前日

１）４０日目にあたる日～３１日目までの解除

（２～４に掲げる場合は除く）

ａ．特定日に旅行を

開始する旅行

ｂ．特定日以外に旅行を
開始する旅行

旅行代金の１０％ 無 料

２）３０日目にあたる日～３日目までの解除

の場合（３および４に掲げる場合は除く）

旅行代金の２０％

３）旅行開始日前々日以降に解除の場合

（４に掲げる場合は除く）

旅行代金の５０％

４）旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％

※出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。
ただし、旅行開始後の取消料は１００％となります。

８．旅行条件の基準
本旅行条件は、２０１７年１１月１日を基準日として作成しております。

９．個人情報の取扱について
当社の個人情報の取扱の詳細については、当社ホームページ（http://www.ntour.co.jp）をご参照ください。

１０．その他
（１）旅行代金はお一人様分を表示しています。（２）当社はいかなる場合でも再実施はいたしません。

～特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて～

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。詳細は、「旅行取引条件説明書面」の

「お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。

総合旅行業務取扱管理者 根本俊之、田口典彦

〒３７９－２１４７
群馬県前橋市亀里町１３１０ ＪＡビル１階

☎０２７－２２０－２１８１

月 日 現地
（曜） 時間

群馬県内各地 午後 貸切りバス 貸切りバスにて成田へ 朝　×

3/11 昼　×

（日） 成田空港 夜 航空機 成田空港より空路、カイロへ       　　【機内泊】 夜　機

カイロ着 早朝 カイロ着

カイロ発 早朝 航空機 国内線に乗継、空路アスワンへ

アスワン 朝 専用車 アスワン空港到着後、アスワン観光へ 朝　機

3/12 ◎オベリスク〇アスワン・ハイダム

（月） その後、ナイル川クルーズへ 昼　〇

終日 クルーズ ※３泊４日のナイル川クルーズへ乗船※

昼食・夕食ともに船内にて 夜　〇

船内にてゆっくりお寛ぎください　　　　【船内泊】

早朝 専用車 陸路、アブシンベルへ

アブシンベル 午前 ◎アブシンベル神殿 朝　〇

3/13 アスワン 陸路、アスワンへ

（火） 午後 クルーズ クルーズ船にてコムオンボへ 昼　〇

コムオンボ 徒歩 ◎コムオンボ神殿

航路、エドフへ 夜　〇

昼食・夕食とも船内にて　　　　　　　　【船内泊】

エドフ 朝 馬車 エドフの観光、馬車にてホルス神殿へ

午前 ◎ホルス神殿 朝　〇

3/14 クルーズ 航路、ルクソールへ

（水） ルクソール 午後 専用車 ルクソール西岸の観光 昼　〇

〇メムノンの巨像◎ハトシェプスト蔡殿

◎王家の谷（ツタンカーメンの墓） 夜　〇

昼食・夕食ともに船内にて　　　　　　　【船内泊】

ルクソール 朝 朝食後、下船

※３泊４日のナイル川クルーズを下船※ 朝　〇

午前 専用車 ルクソール東岸の観光

3/15 ◎カルナック神殿◎ルクソール神殿

（木） 午後 昼食は市内レストランにて 昼　〇

その後、空港へ

夜 航空機 空路、カイロへ

カイロ 専用車 カイロ到着後、ギザ市内ホテルへ 夜　〇

ギザ 夕食はギザ市内レストランにて　　　【カイロ泊】

ギザ 終日 専用車 ギザの観光

◎クフ王のピラミッド〇カフラー王 朝　〇

〇メンカウラー王〇パノラマポイント

3/16 〇スフィンクス 昼　〇

（金） 昼食は市内レストランにて

◎サッカラのピラミッドコンプレックス 夜　〇

◎メンフィス◎ダハシュールの赤ピラミッド

夕食は市内レストランにて　　　　　　【カイロ泊】

カイロ 終日 専用車 カイロの観光

◎エジプト考古博物館 朝　〇

昼食は市内レストランにて

3/17 ◎モハメッド・アリ・モスク 昼　〇

（土） 〇ハンハリールバザール

夕食は市内レストランにて 夜　〇

見学後、空港へ

深夜 航空機 空路、成田へ　　　　　　　　　　　　　　【機内泊】

3/18 成田空港 夕刻 貸切りバス 到着後、貸切りバスにて群馬県へ 夜　×

（日） 群馬県内各地 深夜 お疲れ様でした。

食 事行 程地 名 交 通 機 関

http://www.ntour.co.jp/

