
古瀬和哉エスコート
クラブフィールド 8日間

古瀬和哉×ニュージーランド
古瀬和哉エスコート クラブフィールド8日間

世界的にも類をみない世界一ワイルド
なスキー場「クラブフィールド」。
国内・海外スキーで経験したフィール
ドとはまったく別な経験がここではで
きます。ローカルガイドの目線でクラ
ブフィールドの魅力、システム、現地
情報をご案内します。
ここでの滑走は大きな刺激と最高の経
験になること間違いなしです。

古瀬和哉ガイドよりひと言

お問い合わせはこちら
㈱フェロートラベル

元クラブフィールド現地ガイド、現白馬カラースポーツでリード
ガイドを務める古瀬ガイドによる完全エスコートツアー。
リフトが１つもなく、ロープトウのみのスキーフィールドは他の
スキー場とは一味違った体験ができます。
オフピステのみが広がるエリアを、古瀬ガイドが毎日とっておき
の場所へご案内します。
ロッジに滞在し、滞在中はリフトパス、食事もすべて含まれてい
るので大変お得です。

東京本社 ： 03-5489-5026
大阪支店 ： 06-6347-8980
名古屋営業所 ： 052-569-1071

ホームページ : http://www.fellow-travel.co.jp

古瀬和哉エスコートクラブフィールド8日間 （土曜発）

9月1日（土）～ 8日（土）成田発着

¥438,000
燃油サーチャージ込み                                                                                                                   OCOXC08S

9月

●オフピステツアー
●募集定員： 12名（最少催行人員8名）
●スキー滑走： 5日　●リフト券： 5日付
●食事： 朝食5回・昼食5回・夕食5回
●利用予定航空会社： カンタス航空
●利用予定ホテル： マツヒロロッジ、コロヘキロッジ、トップハット、
　　　　　                グレンソーンロッジ（クラブフィールド）
                                     スディマホテル（クライストチャーチ）
●参加対象者： 中級者以上
●1人部屋追加料金： ¥9,800
    （クラブフィールド滞在中は山小屋で男女別の相部屋となります。）

日程 内　容 食事・宿泊地

1 20：00成田発  ブリスベンへ

機中

2
朝：ブリスベン着   クライストチャーチへ
午後：クライストチャーチ着  （専用車）
Mt. オリンパスへ
夕刻：Mt. オリンパス着　

Mt. オリンパス

3 Mt.オリンパスにて滑走をお楽しみください。

Mt. オリンパス

4
午前：Mt. オリンパスにて滑走
午後：滑走後、クレイギーバーンへ
  （専用車）

クレイギーバーン
5

6
広大なエリアを誇るクレイギーバーン、ブロー
クンリバーにてオフピステをお楽しみください。

クレイギーバーン

7 午前：クレイギーバーンにて滑走
午後：滑走後、  （専用車）クライストチャーチへ

クライストチャーチ

8
早朝：クライストチャーチ発  ブリスベン
  経由　成田へ   19：10 成田着

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり¥9,000引きです。
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お 申 込 み の 際 に 必 ず お 読 みくだ さ い

旅 行 契 約 の 解 除 取　消　料
繁忙期 旅行代金の10％
旅行開始日の前日から起算して30日前から3日前まで 旅行代金の20％
旅行開始日の前々日以降 旅行代金の50％
旅行開始後および無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

募集型企画旅行条件（要約）
この旅行は（株）フェロートラベル〔東京都渋谷区道玄坂2-16-8・観光庁長
官登録旅行業664号〕、（以下「当社」）が企画・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を締結することに
なります。募集型企画旅行契約の内容・条件についての詳細は別紙条件
書、最終日程表及び当社募集型企画旅行約款によります。

1.  旅行代金に含まれるもの
① 旅行日程に明示した航空、鉄道、パス等の利用交通機関の運賃、料金。
② 旅行日程に明示した宿泊、食事料金、税・サービス料金（2人部屋に2人
ずつの宿泊を基準とします）。

③ 旅行日程に明示した観光科金。
④ 航空手荷物の運搬料金（1人につきスキー・スノーボード1台、スーツケ
ース1個。方面によって重量、個数に制限があります）。

⑤ 団体旅行中のチップ。
⑥ 添乗員付コースの添乗員の同行費用。

2.  旅行代金に含まれないもの
① 超過手荷物料金。
② クリ一二ング代・電報電話料・飲物代など個人的性質の諸費用。
③ 渡航手続査証関係諸費用。

※ ご出発の前日から起算して30日以内にご予約をいただいた場合は、申込金・申込書をいただく前
にキャンセルされてもキャンセル料金がかかる事をご了承の上、お申し込みいただきます。

7.  旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一
定の率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細旅
行条件書でお確かめください。

8.  旅行条件要旨基準日
この旅行条件要旨は2018年4月1日を基準としています。

④ 希望者のみ参加されるオプショナルツアーの代金。
⑤ 日程表に明示されていない食事料金及び自由行動中の諸費用、スキー
リフ卜券代など。

⑥ 現地空港税（一部コースでは旅行代金に含まれます）。
⑦ 任意に加入する海外旅行傷害保険料。
⑧ お客様の希望により1人部屋を使用する場合の1人部屋追加料金。

3.  追加代金（ー部例示）
① お客様の希望による1人（2人）部屋を1人で使用するための追加代金。
② 男女別相部屋が前提のツアーで、申込順により最後の奇数となった場
合のシングル部屋追加料金。

4.  お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に記載された金額
（以下「表示代金」という）と後記「追加代金」の合計額から、後記「割引代
金」を差し引いた金額（以下、本旅行条件書内ではこれを単に「旅行代金」

償補更変「」料消取「」金込申「が」金代行旅「のこたま。すまいいを）ういと
金」のお支払いの際の基準となります。

5.  旅行代金のお支払い
申込み時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始目前の指定期間（原
則として45日前）迄にお支払いいただきます。

6.  旅行契約の解除
お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことに
より旅行契約を解除できます。

お問い合わせ・お申し込みは…フェロートラベルまで

http://www.fellow-travel.co.jp

東 京 本 社
9845）30（.leT -5026

9845）30（.xaF -6300
総合旅行業務取扱管理者：澤 宏太郎
〒150 -0043 東京都渋谷区道玄坂2 -16 -8
ビジネスヴィップ渋谷ビル４Ｆ
e-mall：info@fellow-travel.co.jp

大 阪 支 店
7436）60（.leT -8980

7436）60（.xaF -8986
総合旅行業務取扱管理者：足立 真子
〒530 -0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2 -3-13
若杉大阪駅前ビル6Ｆ
e-mall：osaka@fellow-travel.co.jp

名古屋営業所
965）250（.leT -1071

965）250（.xaF -1080
総合旅行業務取扱管理者：森下 雅史
〒450 -0002 愛知県名古屋市中村区名駅3 -16 -22
名古屋ダイヤビルディング1号館6F
e-mall：nagoya@fellow-travel.co.jp

観光庁長官登録旅行業第664号
社団法人日本旅行協会（JATA）会員

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ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

月～金曜日▶10：00～18：00 
 土曜日▶10：00～15：00

営業
時間

株式会社 フェロートラベル旅行企画
実　　施

先住民のマオリが「翡翠の湖」と呼んだワカティプ湖。
そのほとりに広がる、アウトドア・アクティビティーの中
心地がクィーンズタウンです。その四季を通じた美し
さから「女王が住むにふさわしい街」として称えられま
した。スキー以外の観光、アクティビティー、ショッピン
グ、グルメも内容盛りだくさん。街でのショッピングや
レストランなども充実していてアフタースキーも楽し
めます。

スキーではオンピステもオフピステも楽しむことができ、
滑走中には眼下に広がるコバルトブルーの湖や緑の大
地と山々の景色を楽しめます。悪天候などの理由で一つ
のスキー場がクローズしてもゲレンデ情報を基に最適
なスキーエリアへの移動が可能。4 つのそれぞれ特色の
違うスキーエリアを、国際観光都市クィーンズタウンを
拠点にご案内します。

SOUTHERN LAKES
SKI AREA

○ CHRISTCHURCH

※ 特定コースおよび特定期間（7月20日～8月31日）に旅行を開始する旅行の場合、旅行開始日の
前日より起算してさかのぼって40日前から31日前まで旅行代金の10%（ただし5万円を上限とする）、
また無連絡不参加の場合100%の取消料を申し受けます。

滞在は、美しい湖畔のリゾート「クィーンズタウン」で

※
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