
2019年 6月 成田発着／7日間 
 

 

 
 

2019年 7月 2日 アタカマ砂漠最南端で遭遇する満天の星空と黒い太陽 

南米チリ・皆既日食観測の旅 
 

 

6月 29日（土）出発  7日間：     699,000 円  

6月 29日 

（土） 

夜：東京（成田）よりアメリカン航空にてダラスへ 

――――― 日付変更線通過 ――――― 

夕刻：ダラス着後、入国手続き及び乗り継ぎ 

夜：アメリカン航空にてチリの首都サンチアゴへ 

機中泊 ××× 

6月 30日 

（日） 

朝：サンチアゴ到着後、入国手続き 

午前：サンチアゴ市内観光 

アルマス広場（下車）、サンチアゴ大聖堂（入場）、モネダ宮殿（入場）、サン・

クリストバルの丘（下車） 

午後：コキンボへ（約 470 キロ／6 時間） 

夜：着後、ホテルへ                       コキンボ泊 ×○○ 

7月 1日 

（月） 

午前：コキンボ及びラ・セレナ市内観光 

クルス・デル・テルセール・ミレニオ（入場）、アルマス広場（下車） 

午後：カチユヨへ（約 150 キロ／2 時間） 

午後：着後、観測地の下見 

夜：星空観賞（1～1.5 時間程度）後、コキンボへ（約 150 キロ／2 時間） 

※ホテル帰着は深夜になります。天候によっては中止する場合があります。 

コキンボ泊 〇〇〇 

7月 2日 

（火） 

午前：カチユヨへ（約 150 キロ／2 時間） 

終日：皆既日食観測 

※観測地概要：南緯 29度 03 分／西経 70 度 54 分／標高 950 メートル 
 

 

 

 

 

 

夕刻：コキンボへ（約 150 キロ／2 時間） 

コキンボ泊 ○○○ 

7月 3日 

（水） 

午前：バルパライソへ（約 440 キロ／6 時間） 

午後：着後、世界遺産・バルパライソ市内観光 

ソトマヨール広場（下車）、アレグレの丘とコンセプシオンの丘（下車）、アセン

ソール・トラム体験乗車（入場） 

午後：サンチアゴへ（約 120 キロ／2 時間） 

夜：アメリカン航空にてダラスへ 

機中泊 ○〇× 

7月 4日 

（木） 

早朝：ダラス着後、入国手続き及び乗り継ぎ 

午前：アメリカン航空にて帰国の途へ 

――――― 日付変更線通過 ――――― 

機中泊 ××× 

7月 5日 

（金） 

午後：東京（成田）着 

××× 

早朝（04:00～）朝（06:00～）午前（08:00～）午後（12:00～）夕刻（16:00～）夜（18:00～）深夜（23:00～） 

 旅行条件（要旨）※必ずお読みください 
 

この旅行は、株式会社レイライン（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」

という）を締結することになります。 
 

■旅行契約の成立 
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、以下に定める申込金または旅行代金を受理した時に成立とします。 

（申込金） 100,000 円以上旅行代金迄 

旅行代金とは、当募集広告記載の金額（追加代金を含む）をいい、「申込金」「取消料」「変更補償金」の基準となります。 

■旅行代金に含まれるもの（一部例示） 
①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃 ②送迎・移動の際の専用車の代金 ③日程に明示した観光に係る代金 ④ホテル宿泊代金 ⑤日

程に明示した回数の食事代金 ⑥現地ガイド及び添乗員同行代金 

■旅行代金に含まれないもの（一部例示） 
①渡航手続諸経費（旅券・電子認証を含む査証取得費用等） ②日本国内の自宅等から発着空港までの交通費・宿泊費等 ③規定の重量・容

積・個数の超過による超過荷物料金 ④クリーニング、電話、チップ、その他追加飲食等の個人的諸費用 ⑤疾病・障害に対する医療費等 ⑥

日程にかかる空港税、出国税等の諸税、燃油サーチャージ  

■旅行代金の支払い 
申込時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日迄に全額お支払いください。 

■旅行契約の解除 
お客様は、次に定める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できます。 

①旅行開始日前日から起算してさかのぼって 30 日目以降 3 日目まで････旅行費用の 20％ 

②旅行開始日の前々日以降･･･旅行費用の 50%   

③旅行開始後または無連絡不参加･･･旅行代金全額 

■特別補償 
当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ

定める額の補償金および見舞金を支払います。 

■旅行条件要旨基準日 
この旅行条件要旨の基準日は、2018 年 11 月 1 日です。旅行代金は、2018 年 11 月 1 日現在有効なものとして公示されている航空運賃・付

加料金・適用規則を基準として算出しています。 

旅行企画・実施                           

 
                                                            
 

●お申込み、お問い合わせは･･･ 

<受託販売> 
 

 

   

         （03） 5201-1001 
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-2-13 アドバンテック日本橋ビル 

総合旅行業務取扱管理者 中村 雅彦 

東京都知事登録旅行業第 3-6656 号 

sales@swan-japan.co.jp 
 

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お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りましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質 

問ください。 

 

旅行条件 
利用航空会社 アメリカン航空（指定） 

発着地 東京（成田）  

最少催行人数 10 名様 

募集人数 20 名様 

日本国内線 
JAL（日本航空）国内線が割引にてご利用いただけます。 

※片道 7,000 円／往復 14,000 円 

添乗員 同行してお世話いたします 

利用予定ホテル 

コキンボ：カバナス・ラス・ゴロンドリナス 

または同等クラス 

※シャワーのみのお部屋となります 

食事 

朝 3／昼 4／夕 3 ※機内食含まず 

※朝食は宿泊ホテル周辺のレストランを利用します 

※現地事情によりお弁当をご用意する場合があります。 

小児料金 大人と同額 

査証等 

米国：ESTA 電子認証を事前に必ずお済ませください 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

※IC 旅券を所持していること。 

※2011 年 3 月以降、イラン、イラク、スーダン、シリア、

リビア、ソマリア、イエメンへの渡航歴がある方はビ

ザ取得が必要です（ESTA 電子認証での渡航不可）。 

チリ：不要 

旅券残存有効期間 チリ入国時（2019 年 6 月 30 日）に 6 ヶ月以上の残存 

出発日と旅行代金 6 月 29 日出発 699,000 円 

お支払い方法 銀行振込またはクレジットカード（Visa, Master） 

旅行申込金 100,000 円以上、旅行代金まで ※銀行振込のみ 

１人部屋追加代金 
30,000 円（3 泊分）  
※ご用意できる部屋数の都合上、お断りする場合があります 

付加料金等 
 

※今後の原油価格の

変動により、燃油サ

ー チ ャ ー ジ の 新

設・増額の際は、当

該額を別途加算い

たします。 

成田空港旅客サービス施設使用料（2,090 円）、成田空港

旅客保安サービス料（520 円）、観光旅客税（1,000 円）、

米国 TAX 計 9,710 円(米国保安サービス料、米国国際通 

行税、米国動植物検疫使用料、米国入国審査料、税関審

査料、米国空港施設使用料)、チリ出国税（3,390 円）、 

燃油サーチャージ及び航空保険料（29,140）円：計 44,850

円を、別途ご旅行費用に加算してお支払いください。 

※レートにより金額が変わる場合があります。 

その他 

観測に必要と思われる機材や付属品は、日本からご持参

ください。現地では、リチウム電池などのバッテリーや

フィルム、記録用メディア、充電用アダプターなどは種

類により入手困難なものがあります。また、タオルや帽

子などの直射日光対策は各自十分に行ってください。 
 

このツアーは、天体現象の観測を目的にしたもの 

ですが、あくまでも観測に適した場所へご案内す 

るツアーであり、万一悪天候等により観測ができ 

ない場合でも、旅行代金の一部または全額の返 

金はいたしかねます。 

 

 

 

第一接触 15 時 23 分 38 秒／高度 25.8 度／方位 320.0 度 

第二接触 16 時 39 分 34 秒／高度 13.7 度／方位 306.6 度 

■ 皆既時間：1 分 25 秒 ■ 

第三接触 16 時 40 分 59 秒／高度 13.5 度／方位 306.4 度 

第四接触 17 時 47 分 20 秒／高度  1.1 度／方位 297.3 度 

南米チリ・皆既日食観測の旅 
 

スワンインターナショナル  

株式会社レイライン 

観光庁長官登録旅行業第 1307号 

静岡県富士市松岡 1170-1 

 2017年 8月 21日 

米アイダホ州にて弊社撮影 

 

第四接触まで

ご覧いただく

ことはできま

せん。 


