
　日本代表としてステージパフォーマンス
グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア2012のメインステージにて、日本
からの公式代表団としてのダンスパフォーマンス！

　フライトマイル100%加算！

　追加代金なしで座席番号指定OK！
窓側の座席やお連れの方と一緒の座席など、ご指定いただけます。
※ご予約時にお申し出ください。　※スクリーン前、非常口等一部の座席は事前にご指定いただけ
ません。　※座席番号の確定はご出発の３週間前が目安となります。　※空席状況によりご指定
いただけないことがあります。　※機材変更などにより座席番号が変更になることがあります。

※ご予約時に必ずマイレージプラス会員番号をお申し出ください。

広島発4日間　ロイヤルオーキッドグアム
 (眺望指定なし：階数指定なし) おとな1名様・2名1室利用

旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。
※国内空港使用料および海外諸税が別途必要となります。

毎年恒例のミクロネシア最大規模のカルチュラルフェア。
グアムの他にもサイパン、ロタ、テニアン、パラオ、ヤップ、
チューク、ポンペイ、コスラエ、マーシャル諸島などから島独
自の特産品販売ブースやダンスパフォーマンスがステージ
で披露されます。第25回目を数える2012年度は10月5日
（金）～10月7日（日）の3日間に渡り開催されます。

オンライン入会はこちら united.com

　フェア公式関係者バッジ贈呈
　フェア会場での食事券付

　フォトデータプレゼント
ツアーの模様を納めた記念撮影データをプレゼント（後日贈呈）

　専用テント
イベント会場内にアカデミー参加者専用テントを設置

※写真はすべてイメージ写真です（写真提供：グアム政府観光局）

　グアム空港「ユナイテッドクラブ」利用券
帰国時のグアム空港ラウンジ「ユナイテッドクラブ」利用券を先着30名様
にプレゼント！クラブメンバーやビジネスクラス搭乗者のみがご利用いた
だけるメンバーシップラウンジで、ミニバーや軽食、Wi-Fiサービスなどを
無料でお楽しみいただけます。帰国便搭乗時間までゆっくりとお過ごしく
ださい。

　コスチュームづくり
インストラクター指導によるグアム伝統技術にならったステージ衣裳づく
りをお楽しみいただけます！
(※）札幌、新潟、岡山よりご参加のお客様はグアム夕刻着となるためご参加いただけません

　本格ダンスレッスン
チャモロダンス指導者よる本格ダンスレッスン。イベント前にはリハーサ
ルタイムもございます(※）札幌、新潟、岡山よりご参加のお客様はグアム夕刻着となるた
め10/5のダンスレッスンにはご参加いただけません

（注）

（注）：札幌、新潟、岡山よりご参加のお客様はグアム夕刻着となるためこの日のプログラ
ムにご参加いただけません。参加をご希望の場合は他の出発地のコースでご参加下さい

イベントメインステージで日本代表と
してダンスパフォーマンスを披露！

グアム伝統技術でのステージ
衣裳づくり

チャモロダンス指導者による
ダンスレッスン！



※お子様、及び幼児旅行代金はお問い合わせください

ピーク時に開始
する旅行 (注１）

ピーク時以外に
開始する旅行

旅行代金の10％
(上限１０万円）

無料

●無断複製・転写を禁じます。2012.7

ご旅行条件（要約）　詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申込みください。

契約解除の日

旅行代金の 20％  （注２）

（注１）・・・「ピーク時」とは(4/27～5/6,7/20～8/31,12/20～1/7出発）までをいいます。（注2）・・・旅行代金が10万円未満の場合となりま
す。旅行代金が10万円～15万円未満の場合は2万円、15万円～30万円未満の場合は3万円、30万円～50万円未満の場合は5万円、
50万円以上の場合は10万円となります。
旅行条件・旅行代金等の基準
この旅行条件は、2012年7月25日を基準としております。また旅行代金は2012年7月25日現在有効なものとして公示されている航空運
賃・運用規則又は2012年7月25日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準としております。
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き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、ご遠慮なく右記の取扱管理者にご質問ください。

旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の 50％　　　
旅行開始後、又は無連絡不参加 旅行代金の100％　　  

旅行開始日から起算してさかのぼって40日目～31日目

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目～15日目
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目～3日目 旅行代金の 20％　　　

●募集型企画旅行約款
この旅行は㈱アールアンドシーツアーズ（東京都中央区八丁堀3-18-11 観光庁長官登録旅行業第721号、以下「当社といいます」）が
企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約（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・条件はパンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（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（以下「当社約款」といいます）によります。

●旅行代金に含まれるものは次の通りです。
航空、船舶、鉄道、送迎バスなど旅行日程に明示した利用交通機関の運賃・料金（この運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料
金（原価水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及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。）、旅行日程に明示した観光バス料金、入場料金、食事料金、宿泊料金、手荷物運搬料金団体行動中
の心付。
●上記以外は旅行代金に含まれません。その一部を明示します。
超過手荷物料金、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その他追加飲食等個人的性質の諸費用及び
それに伴う税・サービス料、渡航手続関係諸費用、1人部屋を使用される場合の追加代金、オプショナルツアーの代金、日本国内にお
けるご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費、日本国内の空港施設使用料、旅行日程中に明示されない食事代金、現地空港税。

●旅行代金のお支払い及び取消料（取消日は、旅行開始日の前日から起算します。）

チャモロダンスアカデミーinグアム参加ツアー　 4,5日間 （おとな1名様・2名1室利用） ツアーコード：GUMPUA□□□□□□□

旅行代金には燃油サーチャージが含まれております※旅行契約成立後に増額、減額、廃止となる場合、差額の追加徴収ならびに払い戻しはございません。
現地空港諸税等計US$20.36（1,680円）、および国内空港サービス施設使用料等（札幌のみ1,000円）は別途旅行代金と共にご請求いたします （単位：円）

眺望指定なし：
建物・階数指定なし

コード 旅行代金
1名利用
追加代金

眺望指定なし：
建物・階数指定なし

コード 旅行代金
1名利用
追加代金

オーシャンビュー：
メインタワー階数指定なし

コード 旅行代金
1名利用
追加代金

札幌発着
10/5(金）発4日間

P2NY104 130,000 12,000
札幌発着

10/5(金）発4日間
P2NY114 135,000 15,000

札幌発着
10/5(金）発4日間

P2NY124 140,000 21,000

仙台発着
10/5(金）発4日間

D2NA200 89,800 12,000
仙台発着

10/5(金）発4日間
D2NA201 94,800 15,000

仙台発着
10/5(金）発4日間

D2NA202 99,800 21,000

新潟発着
10/5(金）発5日間

I2NA200 89,800 16,000
新潟発着

10/5(金）発5日間
I2NA201 95,800 20,000

新潟発着
10/5(金）発5日間

I2NA202 102,800 28,000

岡山発着
10/5(金）発4日間

B2NDA11 103,800 12,000
岡山発着

10/5(金）発4日間
B2NDA12 107,800 15,000

岡山発着
10/5(金）発4日間

B2NDA13 112,800 21,000

広島発着
10/4(木）発4日間

H2NY001 85,800 12,000
広島発着

10/4(木）発4日間
H2NY002 89,800 15,000

広島発着
10/4(木）発4日間

H2NY003 95,800 21,000

ロイヤルオーキッドグアム  ヒルトングアムリゾート＆スパ  ヒルトングアムリゾート＆スパ

仙台・
広島

札幌・
岡山

新潟 ご旅行条件

【仙台・広島コース】各地発直行便でグアムへ 日本発着時利用航空会社

ユナイテッド航空

出発日

グアム泊 2012年10月4日（木）、5日（金）

【札幌・新潟・岡山発コース】各地発直行便でグアムへ

【仙台・広島発コース】・イベント会場でのダンスレッスン

　とステージ衣裳「やしの葉スカート」づくり

　　注意：札幌・新潟・岡山よりご参加のお客様はグアム

　　夕刻着となるためこの日のプログラムにはご参加い

　　ただけません。プログラムへの参加をご希望の場合 特典

     は他の出発地のコースでご参加ください グアム泊

【全コース共通】

・レッスン＆リハーサル 食事

・グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア なし（機内食を除く）

　メインステージでのダンスパフォーマンス グアム泊 添乗員

【仙台・広島発コース】直行便で帰国の途へ 同行しませんが、現地係員がお世話いたします。

【札幌・新潟・岡山発コース】終日自由行動 最少催行人員

グアム泊 2名

【札幌・岡山発コース】直行便で帰国の途へ

【新潟発コース】終日自由行動 注意事項

グアム泊

【新潟発コース】直行便で帰国の途へ
※上記旅程は現地事情、空港事情により変更され
る場合があります。※送迎は他のツアーのお客様
とご一緒となる場合があります。

10/9
(火)

チャモロダンスアカデミーinグアム参加ツアー　 4・5日間

スケジュール

10/4
(木)

10/8
(月)

10/8
(月)

10/7
(日)

10/7
(日)

10/7
(日)

●ロイヤルオーキッドグアム
イベント会場までは徒歩約10分。ヨーロピアンスタ
イルの外観がグアム島内では珍しいホテル。
●ヒルトングアムリゾート＆スパ
イベント会場の目の前。夕暮れ時のタモン湾と恋人
岬を望むロケーションがロマンチックなリゾートホテ
ル

10/6
(土)

10/6
(土)

10/5
(金)

10/5
(金)

10/5
(金)

グアム島内の人気スポットを巡るシャトルバスが乗
り放題となるアイランドパス付

10/6
(土)

ご希望の場合は

お問い合わせください

往路 千歳発 グアム着 復路 グアム発 千歳着
UA188 11:55 17:40 UA187 7:10 11:00

往路 仙台発 グアム着 復路 グアム発 仙台着
UA182 11:50 16:45 UA181 7:50 10:50

往路 新潟発 グアム着 復路 グアム発 新潟着
UA060 10:55 15:50 UA061 7:00 10:00

往路 岡山発 グアム着 復路 グアム発 岡山着
UA170 11:15 15:55 UA169 7:20 10:20

往路 広島発 グアム着 復路 グアム発 広島着
UA160 11:15 16:05 UA159 7:15 10:20

【岡山】

【広島】

フライトスケジュール

【札幌】

【仙台】

【新潟】

ベストコンディションでダンスを披露するには

空の旅も優雅に・・・・ビジネスクラスもご用意。

http://www.uaholidays.jp/

総合旅行業務取扱管理者　　横村修二

ユナイテッドホリディインフォデスク

TEL 　　 　：　03 (3297）　3269     
E-MAIL 　：　traveldesk@rctours.jp

札幌、新潟、岡山よりご参加のお客様はフライトスケジュー
ルの都合上10/5に開催されるレッスン＆衣裳づくりにはご
参加いただけません。この日のプログラムへの参加をご希
望の場合は他の出発地のコースでご参加いただけますよう
お願いします。


