ドイツのクリスマス -附属のご案内1.ご参加条件
●年齢及び基準日
<ツアー開始日；12 歳以上の方>
新型コロナウイルス対象のワクチン接種証明書もしくは快復証明書（EU&シェンゲン協定/加盟適用国の長期滞在者と
その家族）の提示をお願いします。認められるワクチンは、ファイザー社/モデルナ社/アストラゼネカ社（以上 2 回接
種）、ジョンソン・エンド・ジョンソン社（1 回接種）の４種類であり、それぞれ完了後少なくとも 14 日間が経過（例；
12/18 集合の場合、12/3 以前に完了）したものとします。尚、ツアー集合時にワクチン接種証明書、快復証明書のい
ずれかをご提示出来ない場合はご参加いただけません。
<ツアー開始日；6 歳以上 12 歳未満の方>
12 歳以上の方同様のワクチン接種証明書もしくは快復証明書をご提示いただければ参加可能です。しかしながらこれら
を取得済のお子様は少率と認識しており、一旦は参加対象から除外しております。ドイツでの適用ルールは流動的且つ突
然の変更も多々ありますのでご参加希望の場合はその旨、お申し出ください。
<ツアー終了日；6 歳未満の方>
ご一緒に参加される同居のご両親が上記ワクチン接種証明を提示いただける場合、証明書は不要とさせていただきます。
本案内最終項に記載の「ドイツ入国及び滞在にあたり、当ツアー参加での各種規制と解釈」の(1)(2)(3)(4)を併せ
て参照ください。
●ご旅行中の万一の緊急連絡のため、お申込み単位毎に最低 1 台の、ドイツ国内で通信・通話が可能な携帯電話をお持
ちください。また旅行ご予約時にご入力いただく電話番号は、当該携帯電話の番号を国番号からご記入ください。
2. 新しい旅のご案内
(1) マスク着用（ドイツ内での着用ルールは滞在する連邦州により異なり、且つ流動的）
●バス内、公共施設内、閉鎖された空間内ではマスク着用をお願いします。
●ドイツでは連邦州によりマスク義務化がなされており、違反者に対し反則金が科せられることがあります。
●ドイツでは連邦州により認めるマスクの種類を「FFP2 マスクまたは同等のマスク」としているケースがるため、念のため当該マ
スクのご用意をお願いします。
FFP＝Filtering Face Piece の略で、粉塵やエアゾルを濾過するための欧州の基準です。FFP1、FFP2、FFP3 の 3 段
階に分けられ数字が大きくなるほど性能が優れます。
(2) バス
●定期的な窓/ドア/天井などの開閉または自動換気装置作動などによる換気を行います。
●車内に除菌用品を設置します。
●乗車口など人が触れる部分の消毒を行います。
●密を避けるためお 1 人 2 席をご用意します。
●シートベルト着用は法令により義務付けられています。
●国や自治体、業界のガイドラインを順守しているバス会社を選定しています。
●ドイツのルールでは、バスドライバーは安全運行のためマスク着用を禁じられておりますのでご了承ください。
(3) ホテル
●客室、共有スペースの適切な清掃・消毒を行います。
●共有スペースに消毒液を設置しています。
●お部屋はバスタブなしシャワーのみとなります。
●国や自治体、業界のガイドラインを順守しているホテルを選定しています。
●ドイツ内で適用中の 3G/2G ルールにより、ワクチン接種証明の提示が必要となる場合があります。本案内最終項に記載
の「ドイツ入国及び滞在にあたり、当ツアー参加での各種規制と解釈」の（2）を併せて参照ください。

(4) 日本人ガイド
●バス乗車前、自身の検温、健康チェックを行います。
●マスク着用により飛沫感染防止を徹底します。
●お客様の検温を実施します。
●ソーシャルディスタンスの保持を呼びかけます。
(5) 観光
●バス 1 人 2 席によりお客様数を絞り結果、観光時のグループサイズも少な目でご案内します。
●予測できない状況により各施設が閉館または入場制限を設け入場不可能となる場合は当該施設の外観観光または代
替観光へご案内します。またご出発 14 日前までに予見された場合は可能な限り、あらかじめお知らせします。
●入場観光は新型コロナウイルス感染症対応による一度に入れる人数の制限等により、長時間の順番待ちとなる場合が
あります。
●施設側による検温がある場合それに従っていただきます。またその結果入場不可と判断された方はご入場いただく事はで
きません。
●国や自治体、業界のガイドラインを順守している観光施設を選定しています。
(6) ツアー中の昼食/夕食
●密を避けるようまた、お好みでご自由にお楽しみいただけるよう、食事は日程には組み込んでおりません。
●国や自治体などのルールにより、人数制限、営業時間制限などが適用となる場合があります。当日、最新状況を日本人
ガイドよりご案内します。
●ドイツ内で適用中の 3G/2G ルールにより、ワクチン接種証明の提示が必要となる場合があります。本案内最終項に記
載の「ドイツ入国及び滞在にあたり、当ツアー参加での各種規制と解釈」の（2）を併せて参照ください。
(7) 集合/解散場所
●集合場所
フランクフルト
メルキュールホテル＆レジデンツ フランクフルトメッセ
Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe
住所 Voltastr. 29 60486 FRANKFURT
AM MAIN, GERMANY
Tel: +49 6979260
右記地図参照

●解散場所
<A/B コース>
フランクフルト中央駅
Frankfurt (Main) Hbf
住所 ;Im Hauptbahnhof, 60329 Frankfurt am Main, Germany
<C/D コース>
ヴュルツブルク中央駅
Würzburg Hbf
住所；97070 Würzburg, Germany
●それぞれの解散直後のフランクフルト中央駅、フランクフルト国際空港からの出発便に適した時刻は、PDF 案内書面をご
覧ください。尚、案内書面での「eTKT」は「e チケット」を指しております。スペースの都合上、ご了承ください。同様に、
「Hbf」はドイツ語の Hauptbahnhof=中央駅の省略文字です。こちらは現地でも Hbf と表示されているケースが殆ど
のため案内書面でもこの表示としております。

3.チップのご案内
●当ツアーは欧州での習慣となっている、バスドライバー、日本人ガイドへのチップが含まれておりません。
●ツアー途中、日本人ガイドよりバス車内にて封筒をお渡ししますので以下金額を目安に、バス下車までに日本人ガイドへ
気持ちをお渡しください。バスドライバーへは日本人ガイドより責任もってお渡しいたします。
お客様 1 人につき（4 歳未満のお子様は不要）
フランクフルトまで乗車のお客様（A コース/B コース）
ドライバーへ 1 日 3€×4 日分=12€
ガイドへ 1 日 3€×4 日分＝12€

お客様 1 人あたり 24€

ヴュルツブルグまで乗車のお客様（C コース/D コース）
ドライバーへ 1 日 3€×3 日分=9€
ガイドへ 1 日 3€×3 日分＝9€

お客様 1 人あたり 18€

4.お申込み時のご案内
（1）リクエスト受け
●当旅行はお申込み時点でご予約完了とはなりません。
<モニター出発日>
「リクエスト」としてご希望をお預かり後通常、2 営業日でご回答いたします。週末にかかる場合は多少お日にちをいただく
場合がありますのでご了承ください。最少催行人員 10 名に関わらずツアーの催行は確定しております。
<通常出発日>
「リクエスト」としてご希望をお預かり後遅くとも、ご出発 30 日前までにご回答します。最少催行人員 10 名に満たない場
合、ツアーの催行は中止となります。尚、この場合画面上、「現在募集中です。催行が決まり次第ご連絡します。」と表示
されます。
(2)お客様のパスポート番号
●お申込みに対応するシステムは当該項目がありません。お客様情報入力の「その他 Other」欄にて、パスポート番号をお
知らせいただきます。入力に際しては画面を参照ください。
●「6. 旅の万一に備えて（4）保険のご案内」記載のように、当ツアーに付保している保険申込（弊社で行います）にあた
り必要となります。
(3) お客様の電話番号
●お申込みに対応するシステムは必須事項とはなっておりませんが、今回のツアーでは必ずご入力ください。
●「1.ご参加条件」記載のように、ご旅行中の万一の緊急連絡のためにお預かりさせていただきます。
5.ご旅行代金
（1）旅行代金の種類
●2 人部屋を 2 人でご利用の場合のお 1 人当りの大人代金、こども代金を提示しております。
（2）お 1 人または奇数人数で参加の場合の代金について
●別途 1 人部屋追加代金が必要です。3 人以上の奇数人数で参加の場合も次頁の当書面のみでご案内する、「お申込
み単位（ご家族合計）の旅行代金」適用の場合を除き 1 人部屋追加代金が必要です。
（3）こども代金について
●参加開始日を基準に、満 4 歳以上 12 歳未満のお子様は次頁の当書面のみでご案内する、「お申込み単位（ご家族
合計）の旅行代金」適用の場合を除き表示のこども代金が適用となります。
●大人 1 人につき最大こども 1 人まで適用可能です。バス座席/ホテルのベッド/朝食は大人同様に含まれます。
●「大人 1 人＋こども 2 人」ご希望の場合、こどものうちのお 1 人に大人代金を適用することで参加可能です。
●お子様が 4 歳未満であっても、バス座席/ホテルのベッド/朝食のご利用を希望される場合は表示のこども代金をお支払い
いただければ対応可能です。

(4)お子様の年齢と参加条件
●本案内「1.ご参加条件」及び、最終項に記載の「ドイツ入国及び滞在にあたり、当ツアー参加での各種規制と解釈」の
(1)(2)(3)(4)を併せて参照ください。
（5）当書面のみでご案内する旅行代金
●ご家族で参加の場合、お子様との添い寝や追加ベッド搬入による旅行代金は以下表の、お申込み単位（ご家族合
計）旅行として当書面にてご案内します。
●本項で案内の旅行代金はお 1 人様代金ではなく、お申込み単位での総額表示となります。
●いずれも「リクエスト受け」としてご希望をお預かりし後日、回答となります。
●ご参加形態により、バス座席/ベッド/朝食のご利用区分を明記しております。記載の条件に当てはまり内容ご承諾いただ
ける場合にのみリクエストください。

6. 旅の万一に備えて
(1) 弊社緊急連絡体制
●体調不良のお客様が出た際は速やかに対処できる現地体制を整えています。訪問地における最新の医療機関リスト、
JTB Europe Ltd.社のバックアップ体制図などを日本人ガイドが携行します。
(2) ツアー中のお客様との緊急連絡
●ご旅行中の万一の緊急連絡のため、お申込み単位毎に最低 1 台のスマートフォンをお持ちください。また旅行ご予約時に
ご入力いただく電話番号は、当該スマートフォンの番号を国番号からご記入ください。
(3) ツアー中に体調不良のお客様が出た場合
●保健衛生当局等の指示に従い、医療機関等との連絡を取らせていただきます。専門家の判断を仰いだ上でツアーを離団
し地区の病院へ行っていただく場合があります。ご当人以外もその疑いありと判断された方は同様の対応を取らせていただ
きます。離団/合流までの間にかかる費用はお客様の負担となります。
●尚、当局の判断/指示や感染予防対策等にご協力いただけない場合は、他のお客様、関係機関及び当社スタッフの安
全確保のためご旅行の継続をお断りする場合がございます。
(4) 保険のご案内
●当社でご参加の全員に保険を付保しております。新型コロナウイルス感染を含む発病、事故による死亡の際は以下の金
額を最大として補償されますがいずれも、ミニマムの補償となりますのでお客様ご自身で、十分な保険にご加入ください。
●医療援助；最大 1,800€（入院費、外科的介入、医療費、介護・医薬品）、事故による死亡；30,000€。
●ご出発前の既往症とみなされた疾病については補償対象とはなりません。
●保険期間は、ツアー集合時より解散までの間となります。
7.取消料のご案内
●お客様は右記取消料をお支払いいただくことによ
りいつでもご旅行の取消が可能です。
<総額表示のご家族合計代金でお申込の場合>
●取消料の計算は総額代金が起点となります。
●お申込み単位から一部の方のみが取消となる場
合、ご参加される方々の組み合わせで新たな旅行
代金を再計算します。その上で取消前の総額代
金を、4 歳未満のお子様を除く人数で割った計算上の 1 人当り代金が取消料の起点となります。
8.モニターツアー条件
対象ツアー
：12/18(土)出発、12/19(日)出発
内容
：JTB グループ及び旅行業界誌の取材チームが同行し、ツアーを撮影する予定です。
モニター条件 ：通常より大人、こどもとも 100€お得な代金でご案内します。さらに最少催行人員に関わらず催行確
定となります。尚、ご家族合計旅行代金での参加の場合は別途の代金表に拠ります。
撮影の被写体として写真、動画にお客様が映り向こう 2 年間、パンフレットや公式サイトなどの JTB グループの販促物及び
各種メディアに掲示される場合があります。
ランドクルーズでは様々な感染予防策に取り組んでまいります。ただし人々が集まる全ての公共の場において新型コロナウイル
スに感染するリスクを 100％避けることは困難で、旅行中に感染しないことを保証するものではありません。

ドイツ入国及び滞在にあたり、当ツアー参加での各種規制と解釈
以下は在ドイツ日本大使館発出情報（2021 年 10/15 更新）及びドイツ連邦保健省情報（2021 年 9/29 更新）
を元に一部現地からの追加情報を加味し、作成しております。当情報及び説明/解釈はあくまでも、お客様がご理解いただき
易くするために便宜を図るものであり最終的には、ドイツ各所轄官庁の提供する情報が確定的なものとなります。
お客様のドイツ入国時点及びツアー参加時点においては、以下に記した 7 日間毎の見直しによる規制の変更、状況の変化
があり得ます。必ずご自身でも最新情報を確認の上、旅行をお楽しみくださいますようお願いいたします。尚、帰国時のドイツ
→お客様居住国への入国規制もご自身でお確かめください。当ツアーは全世界に居住するお客様を対象としているため特定
国への情報は記しておりません。この点ご了承ください。
確認先一例；在ドイツ日本大使館(日本語で確認いただけます。ドイツ各省庁へのアクセスは以下内にリンクがあります。)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
(1)ツアー集合時/ドイツ入国時
当ツアーは集合時に 12 歳以上であり有効なワクチン接種証明書または快復証明書（EU&シェンゲン協定/加盟適用国
の長期滞在者とその家族）をお持ちの場合参加可能です。ドイツ入国に当たっては陸海空路を問わず入国時に 12 歳
以上の方はワクチン接種証明書、陰性証明書、快復証明書のいずれかを提示する義務がありますのでご注意ください。ワ
クチン接種での入国に当たっては、完了後少なくとも 14 日間が経過していることが必要条件となります。
(2)ドイツ国内で適用中の 3G/2G ルール
ドイツでは 2021 年 8/10 より 3G/2G と呼ぶルールが制定され、連邦州/市/郡など地域毎に 7 日間毎に見直されて
います。（7 日間指数；過去 7 日間の人口 10 万人当たりの新規感染者数による）
G=Geimpfte/ワクチン接種者、Genesene/感染からの快復者、Getestete/コロナ検査実施者のドイツ語頭文字
●3G=ワクチン接種証明書、快復証明書、陰性証明書のいずれかの所持が条件
●2G=ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかの所持が条件
6 歳以上の全ての方に適用されますが、12 歳未満のお子様は 2G 対象でも 3G ルールの適用が認められています。
(3)陰性証明書
ドイツ入国に当たっては陰性証明書の提示による入国も可能です。陰性証明は各国の認可された検査機関で行われた
PCR に代表される核酸増幅法（他に LAMP、TMA）または抗原検査で、その結果が英語、ドイツ語、フランス語、イタリ
ア語又はスペイン語のいずれかで提示されたものが求められます。
しかしながらドイツ入国は出来ても、ツアー中の各所（例；ホテルチェックイン、観光箇所入場、フリータイム時に食事される
レストランなど）で上記(2)により 3G/2G に沿った証明書の提示を求められる場合があります。
それぞれの時点で PCR の場合は 72 時間以内、抗原検査の場合は 48 時間または 24 時間（居住国による）以内の
実施による証明が想定されすなわち、ツアー中にお客様ご自身での陰性証明書の再取得が求められます。日程を考慮す
るとランドクルーズ側でその検査時間を確実にご用意することが難しいため、参加条件から陰性証明を除外しております。
(4)6 歳以上 12 歳未満のお子様の参加
ワクチン接種証明書または快復証明書があれば参加可能ですが本項作成時点で取得済のお子様は少率と認識しており
且つ、上記 (3)により陰性証明の旅行中の確実な取得が担保されないため募集案内では一旦、参加対象から除外させ
ていただいております。但しこれらのルールは流動的且つ突然の変更も多々ありますので、参加希望の場合はその旨、お申
し出ください。
(5)日本からドイツへの観光渡航
日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書（英語）はドイツ政府が規定するコロナ入国規則の要件を満たして
おりドイツ入国にあたってのワクチン接種証明として有効です。日本→ドイツへの観光目的での入国はワクチン接種証明書
以外は認められません。（日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措置 早見表による/2021 年 10/14 付）尚、
2021 年 9/24 に日本に対する「ハイリスク地域」指定は解除されています。これに関しては以下(6)を参照ください。
(6)ハイリスク地域からドイツへの入国
たとえば英国やアメリカなどの「ハイリスク地域/Hochrisikogebiet」指定国からのドイツ入国は別途、ワクチン接種証明書
をデジタル入国登録（DEA）を通じて提出した場合には即時の隔離終了が可能となります。

