
お申し込み締切りは、10月20日（木）まで

2016.11.3□木出発3泊5日（東京発／大阪発）
お1人様
旅行代金

大人（満12歳以上）2名1室利用時

食事代 の多彩なサービスが受け放題！海のバイラ、DDDミックスダンス合宿■料金に含まれるもの 往復の航空運賃 宿泊費
お財布 いらず！！

朝食前軽め
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エクササイ
ズタイム
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 自然の中
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 を楽しみま
しょう。 昼は太陽の下でBAILA BAILA!!太陽の陽射しを受けながら BAILA BAILA!! 南国を満喫しよう！！

DDDワークアウトシリーズスペシャルレッスン
いつもよりもさらにスペシャルなDDDプログラムをご用意いたします。

DDDトレーナーたちとディナータイム
伊藤由里子をはじめ、DDDトレーナーたちが皆様のテーブルを周ります。
いつもはなかなか聞けない質問などをしてみては？

DDDトレーナーと一緒に作るショータイム
夜のショータイムをDDDトレーナーと一緒に作り上げて
ステージで踊りましょう！

ロケ地
に行こ

う！！
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 @                    Cherating Beach
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チェラティンビーチ
 マレーシア 

今回もDDDワークアウトの仲間たちとともにダンスダンスなバカンス！！
マレーシア・クラブメッド・チェラティンビーチで開催決定！！
美しいビーチとジャングルに囲まれ南国の太陽を浴びながら
思いっきりDDD×BAILAを満喫しよう!!

¥135,000¥135,000¥135,000¥135,000
★★★★
ハイグレー

ドな施設！！

2015年 トリップアドバイザー
アジア ファミリー向けリゾート 受賞
̶世界最大の旅行口コミサイト̶



DDD BAILA BAILA tour
 @                    Cherating Beach

［お問い合わせ・お申込］

イベント企画・実施 株式会社 フラックス、株式会社 フィットネスダンスプロモーション

担当／近江（オウミ） 営業時間／月～金e-mail. toksales@clubmed.com
tel. 03-5468-6283 e-mail. info@fitnessdance.net

9:30~18:00

成田発（10:00～11:00）MH89便にて
関空発（10:30～11:30）MH53便にて

クラブメッド・チェラティンビーチ滞在【全食事付き】
プレミアムオールインクルーシブのバカンスをお楽しみください。

レイトチェックアウトが含まれるので、出発までごゆっくりお過ごし下さい。
出発まで自由行動　   空港へ送迎【送迎付き】 クアンタン発（19:30～20:30）→ 

→ クアラルンプール → 乗り継ぎ → MH88便にて成田へ
 → MH52便にて関空へ 

成田着（07:00～08:00）
関空着（06:30～07:30）

→ クアンタン到着（18:00～23:30）バス等にてクラブメッドへ（約60分）【送迎付き】
機
内

機
内

○○○

○○

※航空機の時刻は予告無く変更される場合がございます。

 東京発 大阪発

135,000円 135,000円
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別途必要となるもの

ご旅行代金
お1人様 大人（満12歳以上）2名1室利用時 東京（成田）・大阪発（関空）チェラティンビーチ マレーシア 5日間 食事条件

11月3日（木）出発 5日間
（3泊5日）

日本国内空港施設使用料
（旅客保安サービス料含む）

現地空港税/航空保険料

クラブメッド：チェックイン15:00 / チェックアウト10:00

■宿泊／クラブメッド・チェラテチィンビーチ　■利用予定航空会社／マレーシア航空
（MH）※航空機の時刻は予告なく変更される場合がございます　■部屋タイプ／クラ
ブルーム※トリプルルームの設定はございません　■シーサイドクラブルーム／１泊に
つき4,000円増し　■コネクティングルーム4名利用追加代金／お1人様1泊につき
2,000円　■コネクティングルーム1ユニット3名利用追加代金／お1人様1泊につき
4,000円　■シングルユース（1名1室利用）は、お1人様につき1泊につき11,000円
増し　■添乗員／なし（現地係員がお世話致します）　■最少催行人員／ 20名様 ※
最少催行人員に満たない場合には、10月3日(月)までに催行中止の連絡を致します　
■旅行代金に含まれるもの ◎発着地からクラブメッド・チェラテチィンビーチまでの航
空機、バスなどの利用運送期間の運賃 ◎宿泊料金及び税サービス料 ◎クラブメッド滞
在中の食事代及び税サービス料 ◎バーでのアルコール類、ソフトドリンク、軽食（一部
有料） ◎クラブメッドパンフレットに記載されている無料アクティビティー ◎最終日ホテ
ル出発までのお部屋をご利用いただけるレイトチェックアウト    

日程
朝  昼  夜

 東京発 大阪発

いろいろな企画をご用意いたします。一日中DDDワークアウトづくしもよし！　無料のアクティビティで楽しむのも自由。
お子様連れの方には、お子様を無料でお預かりするサービスもございます。南国リゾートでダンスダンスなバカンスを満喫しよう!!

クアラルンプールへ → 乗り継ぎ →

万一の際にも安心な海外旅行保険へのご加入をおすすめいたします。ご加入の手続きは取扱店へ。海外旅行保険のおすすめ

● クラブメッドは世界約25ヵ国、約80ヵ所にリゾート施設を展開する、会員制のバカンスクラブです。
※ご旅行のご予約時に会員登録をお願いしておりますので、氏名（パスポート表記通りのもの）・生年月日・ご住所をお知らせください。クラブメッド会員について 現在キャンペーン中につき入会金・年会費は無料です。

1.募集型企画旅行契約・・・この旅行は（株）クラブメッド（以下「当社」といいます。）が企画する旅行であり、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。

2.旅行のお申し込みと契約の成立時期・・・当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます）にて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。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、
その一部として繰り込まれます。また、旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立するものとします。

3.お申し込み条件・・・ご旅行のお申し込み及び参加は、日本国内在住の方に限ります。
4.旅行代金のお支払い・・・旅行代金はご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払い
ください。
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等の運賃、送迎バス等の料金、観光の料金、宿泊費、食事代、及
び諸税などが含まれています。

6.通信契約…当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカー
ド会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」
といいます。）を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で
異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者によ

り異なります。）
（1）申し込みに際し、「会員番号（クレジットカード番号）」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
（2）通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその
通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達し
た時に成立するものとします。

（3）通信契約での「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき
日とし、前者は契約成立日、後者の場合は契約解除の申し出のあった日とします。

（4）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社ら
が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は取消
料と同額の違約料を申し受けます。

7.旅行条件・旅行代金の基準…この旅行条件は2016年5月20日を基準としています。また旅行代金は2016年5月20日
現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則又は2016年5月20日現在観光庁長官に認可申請中の航空運
賃・適用規則を基準として算出しています。

8.取消料・・・旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には次表の取消料を、ご参加のお客様は該
当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

9.その他の事項については当社の海外旅行条件書、及び当社旅行業約款によります。

取消料…宿泊プランの場合

全宿泊代金の  20％

全宿泊代金の  50％
全宿泊代金の100％

旅行契約の解除日 取消料（お1人様）
宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって
3日目にあたる日より旅行開始日の前日まで

宿泊開始当日
無連絡不参加

取消料…パッケージプランの場合

旅行契約の
解除期日

　取消料 （お1人様）
ピーク時期に

旅行を開始する場合
ピーク時期以外に
旅行を開始する場合

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日より31日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日より3日目にあたる日まで

無料旅行代金の10％
（但し最高5万円まで）

旅行代金の  20％

旅行代金の  30％
旅行代金の  50％
旅行代金の  100％

旅行開始日の前々日から前日まで
旅行開始日

旅行開始後、及び無連絡不参加
注：ピーク時期は、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日とします。

■ 個人情報の取扱いについて 当社及び取扱旅行会社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサー ビスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で、旅行
中の病気・怪我等に係わる事故処理に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等で利用させていただきます。この他、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

海外ツアーのご案内とご注意（抜粋）

お申し込みの前に必ずお読みください。 海外旅行条件（抜粋）

■お申し込みの際には、ご案内とご注意および海外旅行条件を記載した当社海外旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
■ お部屋、宿泊について
●クラブメッドのお部屋は原則として1室2名様利用となります。奇数人数でご参加の場合、うちお1人様は追加代金にて1人部
屋利用となります。他の方との相部屋はお受けできません。
●コネクティングルーム（隣あった2室が中扉でつながったお部屋）をご用意しています。利用可能な人数や年齢の組み合わせ
は各リゾートにより異なりますので、詳しくはご予約の際にご確認ください。
●クラブメッドのお部屋は通常バスタブが無く、シャワーのみとなります。
●安全上、12歳未満のお子様のみでの1部屋利用はお受けできません。
●混雑状況により、最短宿泊日数やチェックインの不可日が設定される場合もございます。設定は変動いたしますのでお問い合
わせください。
■ 交通機関について
●利用航空会社として複数の航空会社が記載されている場合、航空会社・便名の指定はできません。確定便は最終日程表でご
案内します。
■ 現地係員について
●添乗員は同行しませんが、現地係員又はドライバーガイドが送迎いたします（寄港地での乗り継ぎのみの場合、現地係員はお
りません）。またクラブメッドではジーオー（現地クラブメッドスタッフ）がお世話いたします。但し、日本人スタッフが対応でき
ない場合もあります。

■ 旅行代金について
●記載の旅行代金は、特に表示のない限り、2人部屋を2人でご利用いただき、航空機はY（エコノミー）クラス席利用の場合の、
お1人分の旅行代金です。
●航空運賃は特別航空運賃（IT ／包括旅行運賃）を適用しています。
●旅行代金に燃油サーチャージ（運送機関の課す付加運賃・料金）がある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。旅行
契約成立後に燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても増額分の追徴並びに廃止を含む減額分の払戻はありません。
■ べビークラブ・プティクラブについて
　ベビークラブでは4ヶ月～23ヶ月のお子様を、プティクラブでは2～3歳のお子様を有料でお預かりします。
　詳しい料金はパンフレットでご確認ください。
●ご利用には予約が必要です。
 ・事前予約のお取扱
  定員がございますので事前予約をお勧めします。ご旅行ご予約時にお取扱店にてお申し込みください。 
  事前予約の場合は、クラブメッド全宿泊数分のご予約のみとなり、ご出発前に旅行代金とともにお支払いいただきます。但し、
最終日チェックアウト後に引き続き利用をご希望される場合は、別途現地にてご予約・お支払いが必要となります。ご旅行ご
出発後の変更・取消しは出来ません（ご利用のない場合も払い戻しはございません）。
 ・現地予約のお取扱

  空き状況によっては、現地でのお申し込みによる1日・半日単位でのご予約が可能です。お支払いは現地にてお願いします。
但し、定員がございますのでご利用いただけない場合がございます。空き状況については、現地到着後にご確認ください。
●現地で母子手帳などの書類で年齢、予防接種の有無を確認させていただく場合がございます。 
■ 国内線乗り継ぎについて
●国際線発着時刻より24時間以内に接続する便を当社にて決定いたします。乗り継ぎに最適な時間帯の利用便をご用意出来
ない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
●羽田～成田間、伊丹～関空間、小牧～中部国際空港間の交通費及び宿泊を伴う場合の宿泊費はお客様の負担となります。
●当社募集型企画旅行の適用範囲は日程表に明記された国際線出発地の空港出発より、国際線到着地の空港帰着までとなり
ます。但し、特別料金を利用した国内航空券またはその他の交通機関を手配する場合は、国内航空券またはその他の交通機
関の手配が完了した時点以降、当該国内区間も国際線区間と合わせて、１つの募集型企画旅行の範囲として取り扱います。
●特別料金を利用した国内航空券またはその他の交通機関の手配完了後のお取り消し時は、国際線空港出発の対象旅行代金
に当国内線等特別料金を加算した総額が取消料の対象旅行代金となります。なお、取消料を算出する基準となる旅行開始日
は、特別料金を利用した国内航空券等の出発日となります。
■ 記載内容について
●このパンフレットの記載内容は予告なく変更となる場合がございます。
●マークの見方       ＝飛行機　　 ＝船     ＝お食事     ＝機内食 

申込金（お1人様） 旅行代金の20％以上旅行代金まで

※お電話ご希望の方は、メールにて電話可能時間を明記下さい。折り返し担当よりお電話させていただきます。


