
成田発着 2019年7月～10月

シベリア鉄道/イメージ

～ 奇跡の絶景を見に行こう !! ～

天空の鏡 ウユニ塩湖 7日間

＜旅行代金以外で必要な費用＞注）2019年8月15日現在

成田空港旅客サービス施設使用料2,090円旅客保安サービス料 520円
国際観光旅客税1,000円燃油サーチャージ:28,000円※注1
注1）今後原油価格の高騰により、航空会社が燃油サーチャージを定める可能性が

あります。また諸税、使用料等は値上がりする可能性があります。その際
には別途実費を請求致します。

注2）海外空港税は、旅行代金に含まれています。

◆旅行代金（大人2名1室、エコノミークラス利用時の1名様あたりの料金）◆

❑出発地:成田空港 ❑利用航空会社:アエロメヒコ航空, ラタム航空
❑最少催行人数:2名 ❑食事:朝3/昼3/夜2 ※機内食を除く
❑利用予定ホテル:スタンダードクラス、ホテルリスト参照）
❑添乗員:日本からの同行は無し。現地係員がご案内（日程表参照）
❑パスポートの残存期限が6ヵ月以上と査証余白が連続2ページ以上必要です。
❑子供代金（2歳以上12歳未満）:大人料金と同額です。

写真左から「ウユニ塩湖トリック写真」「ウユニ塩湖雨季トリック写真」「雨季の鏡張りのウユニ塩湖」「ボリビアの首都ラパスのロープウェイ」「サガルナガ通り」（全てボリビアのイメージ写真となります）

Uyuni      Bolivia   Uyuni                         Bolivia                        Uyuni 

注1）航空スケジュールは2019年5月現在となり、便名や発着時間は変更になる場合がございます。

注2）送迎や観光はプラン問わず、ほかのお客様と混載となります。
注3）ウユニ塩湖での観光は、気象条件により、掲載写真のように見えない場合があります。

その場合でも払い戻しはありません。また、ウユニ塩湖の観光は、安全管理上、雨、風など
の状況により車をだせないこともありますが、これによる払い戻しはありません。

注4）復路の乗り継ぎ時間は10時間以上となります。
注5）高山病症状が出る可能性の高い、高地滞在コースです。ラパス到着時に酸素缶をお1人様1本

ご用意します。高山病に関する詳細は別紙『高山病について』をお読みください。

※本プランはJCBトラベルが実施する
Oki Dokiポイント倍付サービスの対象となりません。

成田発着
19年12月～3月

雨期のウユニ塩湖

列車の墓場

※記載の各時刻は、運行上の都合などにより、変更となる場合があります。

・ウユニ塩湖が鏡張りの姿を見せる
雨期に訪れます

・ウユニ塩湖の観光に焦点を当て、
７日間という短期間日程でも2連泊

・ウユニだけでなくラパスの絶景
ロープウエイ観光もご案内します

・専用車、専用ガイドがご案内！

-旅のおすすめポイント-

雨期のウユニ塩湖ピクニックランチ

ウユニ塩湖の鏡張りの条件 空が湖に映り込むためには、下の3つの条件がそろって初めて楽しめるようになります。
①湖面に薄く水が張っていること ②晴れていること ③無風であること（湖面に波が立たない）

※写真はすべてイメージです

2名様より
催行保証

旅行代金 1人部屋利用追加代金

618,000円 ー

35,000円

出発日

※オプショナルツアーに関する

詳細は裏面オプショナルツアー

についてをご覧ください

【オプショナルツアー】　ウユニ塩湖星空観賞追加代金　　◆日本申込/日本支払い◆

16,000円

下記期間の月～木曜日出発

2019年12/2~19

2020年1/6～3/12

スタンダードクラスホテル

塩のホテル
※詳細は裏面をご覧ください。

お1人様(2名様より催行）

21:00ホテル出発　24：00ホテル着

598,000円

７日間 訪問都市 食事

成田発 15：25■空路、メキシコシティへ

メキシコシティ着 （日付変更線通過） 機：軽食

メキシコシティ乗継 12：40■メキシコシティからラタム航空にてリマ乗継で、ボリビア 夕：Ｘ

リマ乗継

ラパス着 朝：○

昼：○

■ホテルにて朝食。　午前中はホテル休憩 夕：○

13：00◆ボリビア首都ラパス市内観光◆　※ガイドと観光へ

 下車観光=ムリリョ広場、サガルナガ通り、メルカド・ネグロ

 ＊名物テレフェリコ（ロープウェイ）で街を一望下さい。

ウユニ 18：55■空路にてウユニへ　※飛行機内はガイドなしとなります。

朝：○

ウユニ ◆終日：ウユニ塩湖観光◆　※英語ガイドと観光へ 昼：○

下車観光＝ウユニ村、列車の墓場、コルチャニ村 夕：○

■昼食はウユニ塩湖にてピクニックランチ

※オプション（別料金）：ウユニ塩湖星空観賞

ウユニ 朝：○

◆終日：ウユニ塩湖観光◆　※英語ガイドと観光へ 昼：○

湖面に薄く瑞が貼り、湖に空が映り込む景観を探しにいきます 夕：×

夕食は、空港で各自お取りください

ラパス 20:25■空路にてラパスへ　※飛行機内はガイドなしとなります。

ラパス発 4:25■空路、ラタム航空にてリマ乗継でメキシコシティへ 朝：×

　　　　　※ラパス空港までガイドがご案内します。

リマ乗継 5:30■リマ着

8:40■空路、メキシコシティへ

機:軽食

機:軽食

（日付変更線通過）

7 成田着

4

の首都ラパスへ

　＜ウユニ泊＞

着後、専用車でラパス（標高3,650ｍ）へ

　　　　　　　　　　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル

■ホテルにて朝食。

　＜ウユニ泊＞

■ホテルにて朝食。

＜ラパス泊＞

＜機中泊＞

5

13:55■メキシコシティ着　※空港でお過ごしください

早朝、標高4,070ｍのラパス空港到着　※空港にてガイドと合流

3

2

1

6

06:20■成田着

00:10■乗継地メキシコシティから成田へ向けて出発メキシコシティ発



ご案内とご注意 ～快適なご旅行のために～

●同じツアーにご旅行頂いている場合●
なるべく公平を期しておりますが､全グループのお客様に
同一のタイプ､同一のフロアのお部屋を提供できない場合
や､眺望や間取りなど異なるお部屋になる場合があります｡
また､グループ･ご家族で2部屋以上ご利用いただく場合､
お隣､またはお近くの部屋をご用意することが困難な場合
がありますので予めご了承下さい｡

●当パンフレットの地域の特徴●
全体的に宿泊施設の絶対数が少ないです。バスタブなし
でシャワーのみのお部屋となります｡また、シャワーの湯
が暖かくない、暖房が充分に効かないなどの不備が生じ
ることがあります。

●航空機の移動に関して●
出発地と目的地の現地時刻で記載しています｡航空機等
の発着時間は、2019年8月現在のものであり、発着時間、
便名、機材が変更になる場合もあります。変更に伴い、
観光箇所の変更や滞在時間の短縮が致し方なく発生する
場合もありますが、当初の旅程に近づけるよう努力致し
ます（旅程保障は対象外です）

●航空座席に関して●
窓側、通路側、座席指定のご希望はお受けできません。
並び席もお約束できませんことご了承ください。

航空便について

旅行企画･実施

必ずお読み下さい【ご旅行条件書(抜粋要約)】

この旅行は､株式会社ジャパン･エア･トラベル･マーケティング(以下｢当社｣という)
が､企画･募集し､実施する企画旅行であり､この旅行に参加されるお客さまは､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､募集広告･パンフレット(以下｢募集広告等｣といいます)旅行条件書､
ご出発前にお渡しする確定書面(以下｢最終旅行日程表｣といいます｡)及び募集型企画
旅行契約約款(以下｢当社約款｣といいます)等によります｡

当社又は当社受託営業所(以下｢当社ら｣といいます)にて当社所定の旅行申込書に所
定の事項を記入のうえ､下記の申込金を添えてお申し込みいただきます｡申込金は旅
行代金､取消料､または違約金の一部､または全部として取り扱います｡

旅行契約は､当社が契約の締結を承諾し､申込金または申込金を含む旅行代金の一部
または全額を受理したときに成立いたします。クレジットカード利用の場合のご旅
行契約の成立は､パンフレットに記載の旅行代金､及び付随する査証費用､諸税燃油､
追加代金の合計額に対し､お電話又はご来社で頂いたカード情報の有効が確認され
た時点となり､同時にカード決済(カード利用日)となります｡お客様の有するクレ
ジットカードが無効である等の理由で､ご旅行代金や変更料､取消料の一部､又は全
額をカード決済できない場合には､契約の締結をお断りする場合がございます｡その
際は､お電話又はメール等で速やかにご連絡いたします｡当社らは電話､郵便及び
ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込みを受付けることがありま
す｡この場合､契約は申し込みの時点では成立しておらず､当社らが契約の締結を承
諾した旨を通知した日の翌日から起算して7日以内に､申込書の提出と上記のお支払
いをしていただき成約とします｡ただし､旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て30日目(後述のピークは40日目)に当る日以降にお申込みの場合は､旅行開始日前
の当社が指定する期日までに指定する金額をお支払下さい｡この期間内に申込金の
お支払いがなされない場合､当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱わせ
ていただく場合がございます(ご出発まで一定以上の日数がない場合､お電話でのお
申し込みをお断りさせていただくことがあります)｡

旅行日程に明示した以下の料金･･･航空､船舶､鉄道等利用運送機関の運賃･料金､送迎バ
ス等の料金(空港･駅と宿泊場所間､旅行日程に｢お客様負担(弊社アレンジ無し)｣と表記
してある場合を除きます)､観光の料金(バス等料金･ガイド料金･入場と記載された箇所
の入場料等)､宿泊の料金及び税･サービス料金(別途の記載がない限り２人部屋に２人ず
つの宿泊を基準とします)､食事の料金(飲み物･機内食は除外)及び税･サービス料金､お1
個（20KG)の預け持込手荷物料金（一部手荷物プランを除く）※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原則として払い戻しはいたしません｡

前項の他は旅行代金に含まれません｡その一部は以下に例示します｡(1)超過手荷物料金
(特定の重量･容量･個数を越える分について｡詳細は利用航空会社及び航空券の種類によ
ります)(2)現地でのポーター代など手荷物の運搬料金(日程に特に明記した場合を除き
ます)(3)クリーニング代､電報電話代､ホテルのボーイ･メイド等に対する心付け､その他
追加飲料等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税･サービス料(4)傷害､疾病に関する医
療費(5)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代･証紙料金･査証料･予防接種料金･渡航手続代行
に対する旅行業務取扱料金等)(6)お客様が任意で加入される海外旅行傷害保険(7)日本
国内における自宅から発着空港等集合･解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日､旅
行終了日当日等の宿泊費(8)日本国内外の空港を利用する場合の空港施設使用料､空港
税･出国税及びこれに類する諸税(9)運送機関の課す付加運賃・料金。例）燃油サー
チャージ。付加運賃の新設、変更された場合には、増額になった場合には不足分を追加
徴収し、減額になった分は返金いたします。＊諸税、付加運賃の値上げを理由とした解
除の場合には所定の取消料を申し受けます。 (10)ご希望者のみ参加されるオプショナ
ルツアー(別途料金の小旅行)の料金

お客様は取消料をお支払いいただくことにより､いつでも旅行契約を解除す
ることができます｡ただし､契約解除のお申し出は､当社らの営業時間内にお
申し込みの営業所にてお受けいたします(お申し出の期日により取消料の額
に差が生じることもありますので､お申し込みの営業所の営業日､営業時間､
連絡先等はお客様自身でもお申し込み時点で必ずご確認願います)｡旅行契
約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も下記の取消料の対象と
なります｡各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由による､
旅 行 契 約 解 除 の 場 合 も 下 記 の 取 消 料 の 対 象 に な り ま す ｡
注1)ピーク時(特定日):4/27～5/6､7/20～8/31､12/20～1/7 ＊査証料な
ど旅行代金に含まれないもので既に申請済みのものは上記取消料とは別に
徴収します｡(募集型企画旅行契約ではなく､渡航手続代行契約になるため)

●取消料のかかる場合､お客様の解除権

当社募集型企画旅行約款の特別補償規定により､お客様が企画旅行参加中に偶然か
つ急激な外来の事故によって身体に障害を被った時に､お客様又はその法定相続人
にあらかじめ定める額の死亡補償金､後遺障害補償金､入院見舞金及び通院見舞金を
お支払いいたします｡但し､現金､クレジットカード､貴重品､撮影済みのフィルム､そ
の他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたしません｡
又､自由行動中の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり､本項特別補償の適用はあ
りません｡

●特別補償

この旅行条件は2019年月8月15日現在有効なものとして(または認可申請条
件)公表されている料金、航空運賃･適用規則を基準としています｡

●旅行条件･旅行代金の基準

(1)お客様が個人的な案内･買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用､
お客様の怪我､疾病等の発生に伴う諸費用､お客様の不注意による荷物紛失･忘れ物回
収に伴う諸費用､別行動手配に要した諸費用が生じたときには､お客様にご負担いただ
きます｡(2)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません｡ (3)個人情報の取り
扱い：旅行申込された際に提出された、個人情報について、お客様とのご連絡に利用
させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関など
の提供するサービス手配。およびそれらのサービスを受領するための手続きに必要な
範囲内で利用させて頂きます

●その他

(1)渡航先の衛生状況については厚生労働省｢検疫感染症情報｣ホームページ
http://www.forth.go.jpでご確認下さい｡(2)渡航先(国又は地域)によって
は外務省｢海外危険情報｣等､国･地域の渡航に関する情報が出されている場
合がありますので､お申し込みの際､予約担当者にお問い合わせ下さい｡また
｢外務省 外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/｣で
もご確認下さい｡尚､渡航先に｢海外危険情報｣が発出された場合､当社は､旅
行契約の内容を変更又は解除､又は催行を中止する場合があります｡その場
合は旅行代金を全額返金します｡但し､当社が安全に対し適切な措置がとら
れると判断して､旅行を催行する場合があります｡この場合にお客様が旅行
を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます｡

旅行代金 申込金(お一人様)

 50万円以上  10万円以上旅行代金迄

 30万円以上50万円未満    5万円以上旅行代金迄

   1万円以上30万円未満    3万円以上旅行代金迄

●旅行代金に含まれないもの

●旅行代金に含まれるもの●募集型企画旅行契約

●旅行のお申し込み(旅行契約)

●渡航先の海外危険情報･保健衛生

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､取扱管理者にお問い合わせ下さい｡

◆お申し込み・お問い合わせ先◆

旅行契約の解約期限 取消料（お一人様）

旅行開始日がピーク時。旅行開始日の前日から起算してさか

のぼって40日前にあたる日以降～31日目にあたる日まで
旅行代金の10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前にあたる

日以降～3日目にあたる日まで
旅行代金の20％

旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

オプショナルツアーについて

●お申込みの方●
日本申込日本支払いとなり、現地での申し込み受付はあ
りません。ツアー申込と一緒にお申込みください。ツ
アー主催会社は、「MICKEY TOUR S.A.C.」となります。
オプショナルツアーのお申し込み後の取消は、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。オプショナルツアー代金も旅行代金
の一部として取消料の対象となります。

●ホテル出発到着予定時刻に関して●
あくまで目安であり､天候や交通機関、他現地事情により
変更になる場合がございます｡

旅程日程表の見方
●航空便の発着時間､各都市のホテル名●
ご出発の7日前(ピーク時は5日前)に確定書面にてお知らせ
いたします(お申込が出発1ヶ月を切る場合には直前になる
場合もございます)

●観光に関して●
ウユニ塩湖での観光は安全管理上、雨、風や湖の水量など
の状況により車を出すことができない場合がありますが、
これによる払い戻しはありません。通常は12月～4月にか
けて湖面に薄く水が張りますが、その年の降水状況により
干上がる場合があります。その祭、湖水に空が映り込む景
観は出現しませんが、一面真っ白な湖面をご覧いただけま
す。また、気象条件により、急遽観光が出来なくなる場合
がございます｡その場合には、旅程を入れ替え、できる限り
全てご案内できるよう努力致しますが、観光できなくなる
場合でも払い戻しはありません。

日程表に記載の食事（お客様現地払いと書かれている分を
除く）は、食事料金・税・サービス料が含まれています。
お客様のご希望によるメニューの変更はできません。お客
様が追加される飲物、追加料理はお客様負担となります。

●送迎車、現地係員（ガイド）に関して●
空港・駅の送迎や観光は、総人数によって車の大きさは異
なります。現地係員は基本的には英語を話します。日本語
を話す係員の場合もありますが、選ぶことはできません。

株式会社ラティーノ

利用ホテルについて

記載のホテルリストより決まります｡各都市のホテルの確
定につきましては､通常ご出発の7日前(ピーク時は5日
前)に確定書面(最終日程表)でお知らせ致します｡(お申込
が出発1ヶ月を切る場合を除く)

●お部屋のベッドタイプ●
お二人様部屋は、基本的にはツインベッドルームをご用
意いたします。稀にダブルベッドとなる場合があります｡
また､ホテルによっては､ダブルベッドにエクストラベッ
ドを入れてご利用頂く場合があります｡ツインベッドルー
ムには､1台のベッドにマットが２つ(ジャーマンツイン)
の場合もございます｡

●1名様で1部屋ご利用の場合●
お一人様部屋追加代金が必要です。お二人様部屋に比べ
て手狭になることがございます｡

●3名1室(トリプルルーム)●
場所柄部屋数が極めて少ないため、基本的にはご利用は
できません｡

高地滞在について

●高山病症状が出る可能性があります●
心臓病や高血圧症、循環器系および呼吸器系などの疾患の
ある方、ご心配の方は、お申込み前に医師にご相談いただ
くことをお勧めいたします。

～利用ホテルリスト～
ルナサラダ、クリスタルサマー
ニャ、パラシオデルソル、スマ
リッチェリ

塩のホテル宿泊プランホテルリスト

お部屋の一例（イメージ） ルナサラダ（イメージ）

ウユニ塩湖ならでは！
「塩のホテル」宿泊

◆ウユニ延泊プラン
＊大人2名1室、エコノミークラス利用時の1名様あたり料金

※3日目と4日目の間に1泊追加するプランとなります。

◆利用予定ホテルリスト◆
～スタンダードクラス～
＜ラパス＞レイ・パレス、グロリア、イチバン、ドラード、

オシラ、アルタス・エクスプレス
＜ウユニ＞ヒラソレス、タンボ・アイマラ、マヒア・デ・ウユニ、
ハルディネス・デ・ウユニ、サマイ・ワシ

受託販売：JCBトラベル
受付時間 10:00AM～6:00PM  日・祝・年末年始休

ＪＣＢトラベルデスク ザ・クラス
専用ダイヤル 0120-308-155

ＪＣＢトラベルデスク 東京 0120-950-347

※上のフリーダイヤルにおかけになると自動音声でご案内します。
ガイダンスに従ってメニュー番号をご入力ください。※ＪＣＢトラベルから
お客様へご連絡する際の発信者番号は上のフリーダイヤルとなります。

スタンダードクラス

塩のホテル 63,000円

43,000円

延泊追加代金

延泊代金 お1人様

※1泊朝食付


