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【Tour Fare】Return Ticket, Accommodation, Meal(as written),

Tax、Narita Service Tax【Airlines】 Spring Japan

【Min participant】 １pax 【Guide】N/A

【Meal】2 Days / BF 1, ３ Days/ BF ２, 4 Days/BF 1

※One hotel includes dinner

【Hotel】Hotel in Hiroshima choice per night

≪Value for money！≫
Hiroshima Special with Spring Japan！

Hiroshima is famous for World Heritage Site [Ikutsushima Shrine] and

World Peace Symbol [Atomic Dome]. Also, enjoy local gourmet like

Okonomiyaki, Momiji Manju and many more!

Value for money when you use ＜Spring Japan＞ !

1)Choice of hotel per night

（※Additional charge depending on hotel）
2)Breakfast included (Dinner included depending on hotel)
3)Recommended for group or family!

4)Flight from Narita to Hiroshima!
5)AM departure, PM return arrange OK!
（※No additional charge for flight arrange）

                  

                  

                    



★Flight Schedule is subject to changes.

※There are other hotels too. Please ask staff for more details.

 注意事項   当日    得  理由 荒天 機材繰 等  振替 自社便振替  努力        振替    場合 後日返金      新  他社便 航空券 購入  場合 返
金額   高   可能性          予約頂  便 時間変更 便名変更    場合  差額 払 戻              事由 乗 遅         代替交通費用 
 客様負担    航空券 払 戻          注意        代替交通手段 関    客様 自身   手配             幼児施設使用料    場合    
  現地払   詳         尋       特典   他    組込              利用        場合    返金等 対応 出来       予  了承下 
    特別 手配  希望 方 必  申 込 時 担当者  申 出     一部有料 歩行 自信    病気   食事制限      
           利用  案内   掲載料金 出発日 前日  起算   日前   契約成立 条件      出発日 前日  起算   日前 前日 契約成立 場合 表示 基
本代金   人様      円加算        幼児料金  搭乗時 歳  歳未満 飛行機座席 必要     客様 対象 幼児代金     円       座席 必要     歳未満  
子様   搭乗時  歳以上   歳未満     料金       設定 無 場合 大人 同額扱            商品  申込  際 全員 生年月日 登録 必要        
     連絡 願 申 上     預 荷物 合計重量      超過  場合 有料       座席指定         座席            家族 方等  離  場合  
       無料  飲料機内                        便名 月    大幅 変更   場合       必 最新         確認     
 成田空港   自動       空港            際  本人確認    身分証明書 提示 求    場合        本人確認             運転免許証 健
康保険証 学生証          持参下    掲載商品  申込 有効期間      年  月   日     年   月   日      適用期間内  満席   次第販売 終了      
       適用期間内 満席     場合  適用期間終了後 継続  販売           

For reservation and inquiry:

Across No 1 Travel Shinjuku Head Office

Equinia Shinjuku Building 4F 1-1-17

Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo

160-0021 JAPAN

TEL: 03-3200-8871

FAX: 03-3200-8870

EMAIL: t-shinjukuno1@his-world.com

HOMEPAGE: www.no1-travel.com


