
　　

割引き③ ご紹介いただいた選手以外の同行者の人数×1,000円を割引きいたします。申込書にご記入ください。（入金後の割引き不可）

¥3,600 ¥7,200

※1　朝食なし・アメニティなしの長期滞在用の造りです。TV・エアコン・トイレ・シャワー・WiFiを完備しています。1部屋につきベッド1台のみのため、最大2名様でのご利用となります。

クタ グランドイスタナラマ(お部屋指定なし） ¥117,800 ¥104,800 ¥7,200

航空券のみ　*空港からホテルまでの片道送迎付

（ホテル・復路送迎なし）*クタ・サヌール・クラマス地区に

限る
航空券代金　89,000円（燃油サーチャージ含む）

割引き② ご出発45日前までにご予約の場合上記金額よりお1人様5,000円引きになります。※割引き①との併用不可。

ご出発：4月1日（土）～　4月11日（火）　

備考

片道送迎追加代金　●サヌールまたはクタ⇔空港間　￥3,000　●クラマス⇔空港間　￥6,000

ビジネスクラスは追加代金　往復85,000円で手配可能です。　12歳未満のお子様料金についてはお問

い合わせください。　その他に何かご希望が御座いましたら、申込書の備考欄にご記入ください。

ご予約後、お客様のご都合で変更・取消をする場合は、下記のとおりに手数料が発生致しますので、ご了承くださいませ。

【変更・取消依頼日/手数料(1名様あたり)】●出発31日以前/無料　●出発30～3日前/旅行代金の20%　●出発2日前～/旅行代金の50%　

　●当日無連絡不参加及び航空便出発後の連絡/ご旅行代金の100% ＜注意＞変更・取消のご連絡は、電話のみの受付となります。

上記旅行代金に含まれないもの 成田空港使用料（2,610円）インドネシア出国税（2,000円）　◆日本着が土日の場合は土曜日2,000円日曜日3,000円の追加代金がかかります。

現地でかかる費用 個人的にかかる費用（食事代等）

上記旅行代金に含まれるもの
往復航空券、宿泊（朝食付）、レイトチェックアウト（12：00まで）、デンパサール空港～ホテル間の往復送迎

※航空券のみの場合は、宿泊・レイトチェックアウト・往復送迎は含まれません。（空港～ホテルまでの片道送迎のみ）

ご予約の変更及び取消にかかる手数料のご案内

割引き①【先着15名】4/6発-4/15帰着または4/7発-4/16帰着の日程でご予約の場合上記金額よりお1人様8,000円引きになります。

こちらに記載されております料金でのお申し込みの場合は3/21（火）までに、ツアー参加申込書に必要事項をご入力ください。

成田発着　  【バリ滞在を快適に！ご希望がありましたらお気軽にご連絡ください】

タマンアグン同等クラス ¥4,800¥2,400

選手用 2017年度　ご旅行代金表
◆旅工房限定◆【ガルーダ・インドネシア航空　直行便　4/1～11　出発　FIXチケット利用】

【必ずお読みください。】お荷物について　ショート・ロング共通　1名様につき46kg以内+サーフボードは別途1セット23kgまで

46kgを超えた場合は、1kgあたり約2,800円の超過手荷物料金がかかりますのでご注意ください

この度は、旅工房のご利用ありがとうございます。ご参加ご希望の場合は、参加申込書をご記入の上、FAXにて申込みください。日程によってはすでに満席・

満室となっております。その場合、日程の変更もしくはご追加代金でのご案内となりますため、予めご了承下さいませ。ご予約確定後、予約案内書、請求書を

FAXもしくは郵送いたします。内容をご確認いただき、お間違いなければ記載しております期日内に必ずツアー代金をお支払くださいませ。なお、最終のご案

内はご出発日の7～14日前を目安に、ご登録いただいたご住所にお送り致します。（FAXでのお申込みが難しい場合は、お気軽にご連絡ください。）※3/22以

降にお申し込みの場合はご追加代金が発生致します。

≪お申込みにあたっての注意事項≫

ガルーダ・インドネシア　旅工房　ムラサキプロ　2017 フライトスケジュール

成田空港発着

フライトパターン
直行便

成田発時刻 11:00

※１個　32キロ以上のお荷物は2つに別けてください。1辺120ｃｍ以上または3辺の和が203ｃｍ以上のお荷物はお預け頂けない場合がございます。

【本部ホテル】

便名

毎日

　ガルーダ・インドネシア航空　指定　　　料金表　　（延泊可）

※飛行機のお席、ホテルの部屋数には限りがございますので、お早めに参加申込書へご記入の上FAXにてお申込みください

※ご希望の日程が既に満席や満室で、ご希望どおりにお手配できない場合は、旅工房スタッフよりご連絡差し上げます。

【試合会場】

4月10日 - 14日 ≪ショート≫プロトライアル、本戦

17:35

GA 880【表彰式会場】

便名 GA 881

　　スワンヴィラ（クラマスポイントから徒歩圏内）

　　クラマスポイント

　　クラマスポイント

※予定 4月8日 - 10日 ≪ロング≫プロトライアル、本戦

航空券（FIXチケット）可能最大滞在日数（22日間）

◆延泊する場合、延泊代金が必要になります。

◆上記の最大22日間までとは、日本発日～日本着日の日数のことです。

1泊1室ホテル名 2名/3名1室地区

成田発着（直行便）

ご出発：4月1日（土）～4月11日（火）

1名1室

ご旅行代金 延泊代金 ホテルのみ

※ご入金期日（目安）は手配完了後 7日以内となります。　（郵送でお送り致します“請求書”に記載されている期日までにお支払ください。）

運行日

往路

復路 バリ発時刻 00:50

成田着時刻 08:20

バリ着時刻

1名1室 2名/3名1室

¥2,200¥1,100¥2,200¥96,800¥103,800アパートメント（サヌール地区）※1サヌール

¥119,800 ¥16,600

2017年4月1日～11日出発（3泊5日）

¥4,500 ¥9,000

プリサントリアン同等クラス ¥8,300 ¥16,600

オアシスサヌール同等クラス

〒170-6046　東京都豊島区東池袋3-1-1　サンシャイン60　46階

観光庁長官登録旅行業第１６８３号（第１種）　一般社団法人日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）正会員　国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）公認代理店

＜お問合せ先＞ 株式会社　旅工房 email：c.bali2@tabikobo.com

【スケジュール】

TEL：03-5956-4170  FAX：03-5950-3830 

クラマス コムネリゾート（リゾートルーム）※数量限定 ¥9,400 ¥18,800¥159,800 ¥126,900 ¥18,800

サヌール

サヌール

サヌール

¥111,800 ¥99,800 ¥4,800

¥123,800 ¥107,800 ¥9,000

¥146,800



JAPAN　PRO　SURFING　TOUR　2017
KERAMAS　2017　GARUDA　INDONESIA　旅工房　ムラサキプロ　旅行申込書

※未成年者のお申し込みの際は、別紙の同意書に保護者の署名、ご捺印の上FAXしてください。  FAX:03-5950-3830

全ての項目をご記入ください。

性別 種別 生年月日（西暦）

氏名 男 選手

女 同行者

旅券番号

有効期限

自宅電話番号

フリガナ

FAX

PC/MOBAIL

続柄 電話番号

〒　　　　　　－

※送付先がスポンサーの場合は下記に住所とスポンサー名を書いてください。 請求先スポンサー会社名 担当者

〒　　　　　　－　　　

★飛行機について★（必ずご記入ください。希望の空港に○をつけてください。）

フライトスケジュール　　成田/関空（毎日　往路：午前発－夕刻着　　復路：深夜発－朝着）

日本出発日　　　　　 ※第2希望がある場合は、併せてご
記入下さい

出発空港 日本到着日 到着空港

アパートメント（サヌール地区） チェックイン日

タマンアグン同等

オアシスサヌール同等

プリサントリアン同等

コムネリゾート（リゾートルーム）

ご出発日

往路送迎（空港～ホテル） 復路送迎（ホテル～空港） 持参するサーフボードの本数（合計） 持参するサーフボードの長さ

株式会社　旅工房　観光庁長官登録旅行業第1683号（第1種） 〒170-6046　東京都豊島区東池袋3-1-1　サンシャイン60　46F

☎ 03-5956-4170

お名前 ご出発日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　日

いる　　　　　いらない

お名前

上記以外のご紹介のお客様がいる場合はこちらにお名前（ローマ字　フルネーム）とご出発日

　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　日

 ○をつける

選手

同行者
★1人部屋の方はご記入不要です。同行者のお名前及び申し込みがない場合、1人部屋希望とみなし1人部屋料金を請求致します。また同室者と日程が異なる場合、お一人様で部屋を使用される期間は
追加料金を頂戴致します。同行者の記入がある場合、選手の方に1,000円の紹介割引を致します。他の選手の方とご紹介の同行者が重複する場合、先に弊社で申込書を確認した方に割引致します。

★海外旅行傷害保険★（○をつける）海外旅行保険に加入されることを強くおすすめします。加入希望者に『海外旅行保険申込書』を郵送致します。

㎝本
いる　　　いらない

★送迎について★（○をつける）※航空券のみご希望のお客様もホテル付きプランをご希望のお客様もご記入下さい。　送迎不要の場合、代金減額はありません。

外国での障害や疫病の治療費は高額になります。また、賠償義務が外国運輸機関・宿泊期間の場
合には賠償の受け取りが非常に困難であったり、国事情により賠償額が非常に低い場合がありま
す。 加入する

海外旅行保険を当社で

加入しない

海外旅行保険を当社で

MAIL：  c.bali2@tabikobo.com

（経由便・ビジネスクラス希望、ホテルのみ、妊娠中など）
備考

旅工房　　　バリ島セクション

申込書　お一人様につき一枚ご記入ください（航空券（片道送迎）のみ、ホテルのみの方も申込書が必要です）

携帯電話番号

EMAIL

フリガナ 種目

ショート
ボード

ロング
ボード

　　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

※パスポートについて：パスポート申請中・更新中の方は【申請中】のところに○をつけてください。
新しいパスポートができましたら旅券番号と有効期限を必ずご連絡ください。

パスポート記載名　ローマ字

注意！パスポートに記載されているスペルと同じかご確認ください。一字違い
でも搭乗できません。また、手数料を頂いて再発券になる場合がありますので
お気をつけください。（満席の場合はご用意できない事もございます）

記入日  2017年      月      日

【申請中】

　

インドネシア入国時パスポートの有効期限が6ヶ月+滞在日数が必要です。（年月日）

※メールアドレスについて：ØとOや1とiなど区別ができるようにご記入下さい。

★航空券のみ（片道送迎付き）をご希望のお客様はこちらのみご記入下さい。※復路送迎にいる○をつけていただいた場合は、ご追加代金にてご請求いたします。

送迎先ホテル名※知人宅などの場合は住人の方のお名前（フルネーム） 電話番号※知人宅などの場合は住人の方のお電話番号

　（　　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　都道府県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村区

郵便番号

現住所（アパー
ト・マンション名

も）

〒　　　　　　　　-

月　　　　　　日
成田　　　関空

渡航中の国内緊急連
絡先（氏名）

請求書送付先

請求書送付先　ス
ポンサー住所

月　　　　　　　日
成田　　関空

ホテル同室の方のお名前（ローマ字　フルネーム）とご出発日（1室3名まで）※アパートメントは2名まで

グランドイスタナラマ（お部屋指定なし）

いる　　　いらない

（　　　　　　　　　　）

※延泊追加希望月　　　　日 月　　　　日

ご希望ツアー
（○をつけてくださ

い）

※レイトチェックアウト（ご出発まで部屋利用）追加希望
　　　　　　　　　　　　いる　　　　　いらない

※1延泊代金が必要となります

チェックアウト日

★ホテル付きプランをご希望のお客様はこちらのみご記入下さい。

※送付先がご自宅の場合は空欄のままお送り下さい。　　　　

お送り先エリア：　　　クタ　　　サヌール　　クラマス



親権者同意書 

株式会社 旅工房 

未成年の方の本旅行参加には、お申込みの際、親権者の方の同意が必要となります。 

本旅行内容を十分にご理解いただき、申込み前に下記に署名・捺印のうえ、お申込み先にご提

出又はご郵送いただきますようお願いいたします。尚、未成年の参加者が複数の場合は、本同

意書をコピーのうえ、各参加者からご提出、又はご郵送いただきますようお願いいたします。 

平成 年 月 日 

住所 

親権者代表、または法廷代理人(署名) 印 

 私たちは、下記旅行者の親権者として本旅行商品の内容を了承し、本旅行参加を承諾しま

す。本旅行催行中、下記旅行参加者が、守るべき諸規則や本旅行の企画・実施者の指示に従わ

ないことにより、又は自らの健康状態、もしくは過失により、何らかの被害を受けたとして

も、本旅行の企画・実施会社とその関係者に対し、何ら責任を問いません。 

また、本旅行の企画・実施会社が、下記旅行参加者の保護監督に必要な措置を取ることにより

支出した費用、及び下記旅行参加者の行為により本旅行の企画・実施会社もしくは第三者に与

えた損害については、私が賠償の責に任ずることを誓約いたします。 

記 

ご予約番号  ： 

旅行者氏名  ： 

ローマ字氏名 ： 

旅行者住所   ： 

参加旅行名   ： 

旅行期間   ： 平成 年 月 日から 

平成 年 月 日まで 

旅行地   ： 

（お客様の個人情報の取扱いについて） 

当社旅行条件書に記載の【個人情報の取扱いについて】をご確認いただき、ご同意のうえ、本同意書をご提出ください。 

□ 個人情報の取扱いについて同意する
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