
■ご旅行期間:2019年 11月 14日 (木)～ 11月 19日 (火 )

跡行愉348,000円
(お ―人様・2名様―室。エコノミークラスご利用)

嫌各昇IE暮言景]所 5gェ場[躍ξ璽1に』歴Ъ度設出霧野F月
3004すす場利m30■ l絨確港集合・轍場合でも跡献金の返金

1,Iず11

:曇言瓢鰺瘍『Ю賦⑮璽汁西竃
=[[脱

蔦ユ1聴。1≧ニニ|
|■■|

革軸 咄饒鍼 ZⅢ
窮7■||■■|‐|■1
夕の出来ない電動車椅子の搭載制限がございます。

■禾J用バス会社:トランスパツク株式会社 (福島⇔成田間)

■国際観光旅客税について 観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充。強化を図るための
恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が倉J設 されました。2019年 1月 7日 以降の

こつき1000円が旅行費用に加算 されます。

諄外危険情報、現地の治安。病気について
先(国、または地域)に よっては、外務省より危険1情報などの安全関係の海外渡航関連1情報が出されている場合があります。

料、旅客保安サービス料、層 辮理基1117誰詈認 t勺 な航空偽 副面格の高騰を引 大鰤 特別付加蹟 粍

蜃鮒    摯評

作成代イ1を するとき

1募集型企画旅行契約
|にのこ旅行は株式会社阪急交通社 [`昇光庁長官登録旅行業第1847号 ](Ll下 当社とLlい

ます)が企画 実施す/● 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

“

さすることに■dります.

い当社は お客様が当社の定める旅行日程に従つて運送 宿
'自

機関などの提供●る運送 宿
'白その他の旅行に関する,―ビス(以下「旅イ〒サービスJと いいます)の提供を受けることがで

きるように手配をし管理することを弓き受けます。
0募集型企画旅行契約の内容条件はこのパンフレット出発前にお渡し,る確定書面{最終旅行日

il表 )お よび当社旅行業約款募集型企画旅行契約tT部 (以下「当社約款|と いいます)によります

2お申込み(旅行契約)

|が 申込金20000円 を指定の□座にお振込み下さしヽ (申込金は旅行代金の一部です.

旅イテ契約は当社力喫 約締結を承詰じ 申込金を受理した時に成立するものとしますめ

申込金は旅行代金 取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱い
ます 旅行契約は 当社らわ喫 約の締結を承諾じ 申込金を受領した時に成立するも
のとします。「振り込みJの 場合はお客様の振り込み手続きFJ完了した時点「ゆうち
ょ銀行□座自動引き落としJの場合は弓き落とし力

'さ
llた時点で成立します。なお

特定コースにつきまして d‐ 別途′ヾンフレットなどに定めるところによ ります .

´当社らは 電話 コF便 ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予llを 受け

付けます.この場合旅
`〒

契約は予約の時点でま成立しておらず当社が予約
=諾

の旨を通知し
た日の翌日から起算して3日 以内に申込金を受領した時に成立するものとします.こ の期間内

に中込金を提出されなし)場 合は 予llはなかつたものとして取り扱いする場合があります

3お申込み条件
1嗽成年の万は保護者の同意言が必要です.15歳未満の方は保護者tT同 行を条●とする場合力ちります.

■鳴性疾患をお持ちの方 現在健康を損なつていらつしゃる方 妊娠中の方 障がいをお持
ちの方 補助犬使用の方■dどで特別の配慮を必要とする方は その旨を旅行のお申し込み
時にお申し出ください。このとき 当社は可能rd範囲内でこれに応じます。その中出に

=づき 当社が旅行者のために請じた特月1な措置に要する費用は 旅行者の負担とします.

4旅徊 代金とお支払い方法
|1旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいまつ.ただ t′ ●fン フレット

に記載 (または別途 当社力慄 内)したお1人部屋を使用される場合や航空機 宿,口機間の
フラス変更等の追力]代金がある場合にはこれを力]算 し 3人 客!弓 等の客J弓 代金がある場合
にはこれを減算した額をしヽいまつて

121本項11つ代金の●は申込金取消llおよび変更補償金を算出する際の基準となります
●旅行代金は旅行間t/B日 の前日IJら 起算してきかのぼつて20日 前頃にお振込みのご案内

をご送付いたします.書類到着後3日以内にお支払いくださしヽ

5旅行代金に含まれるもの
*日程に表示してtlる 航空 月6舟口鉄道等利用交通機関の運賃 料金 (こ の運賃 料金には 運

送機関の課す付加運賃 料金 (原 llの水準の異常な変動に対応するため 一定の期間及び

一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります)を含みません).

*日 程に表示している送迎 都市間の移動バス等の料金
*日 程に表示している観光の料金 け スヽ ガイド入場等の料金 )

*日 程に表示してしヽるホテル料金 (2人 部屋にお2人 の宿

'白

を基準 ).尚 一部訪間国 都市に

おいて 現地にて徴収さlnる 税金等の諸費用は含まれておりません .

*日程に表示している食事料金
*お 1人様スーツケース11□ の手荷物運搬ll金 (-33の 空港 ホテル 駅 ではポーターカヽ なヽいと

か少ない等の理由でお客様自身で運搬して頂く場合が引 ます)

*添乗員同行コースの同行費用
*団体行動中のチップ

6旅行代金に含まれないもの
前項に記載したもの以夕渕さ旅行代金に含まれません。その一音「を例示します
*超過手荷物料金 (規定の重量 容量 個数を越えるもの )

*ク リーニング代 電話料 ホテルのボーイ メイド等に対するテップ 追力0飲食等個人的性
質の諸費用 *―吉「訪問□ 吉F市におしヽて 宿

'自

機関力鴻 地にて宿,白首|□々より徴収する
税金等の諸費用 *傷害疾病に関する医療費用等

*日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料
*旅行日程中の空港税 出国税及びこllに 類する諸税
*運送機関の課す付力]運賃 料金 (撚加 ―チャージ)

*日本国内における自宅から発着空港等集合 解散i也 点までの交通費 および[,自費等

日目にあたる日より前までに旅イラを中止する旨を連絡いたします。
Xピーフ時_l夕 ‖こごJ発のお客様には 旅行開始日の前日FJら起算してさかのはつて23ヨ

目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします.

131旅 行代金が期日まで入金のない場合 __力 0を お断りすることわ螂 りまり.

“

,中込条件の不適合
15)旅 行者わ端 気 必要な介助者の不在その他の事由により 当該旅行に耐えらlnな いと認め

,61旅 行者が 契 ll内 容に関し合理叫 d範囲を超える負担を求めたとき.

11当社の責任および免責事項
当社 ま当社または手配代行者力激 意又は過失によりお客様に損害を与えたときは その損害

を賠償します。ただし 損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通夕[があ Dたと

きに限ります.又 当社 よ手荷物について生じた損害につし)で は 損害発生の翌日から起算して

二十一日以内に当社に対して通知があつたときにllり お客様―名につき十五万円を限度 (当社

に故意又は重大な過失がある場合を除きます)と して賠償します.但 し 次のような場合 よ原則

として責任を負いません。天災地変 戦乱 景動 運送宿,自機関の事故 I・ しくは火災 運送機関の

遅延 不通又はこれらのために生じる旅行日liの 変更もしくは中止 官公署の命令 出入国規

制 伝染病による隔副 自由行動中の事故 lt中 毒 盗難等

12特別補償
当社はお客様が当旅行参力]中に 急激かつ偶然な夕ヽ来の事故により生命 身体 または手荷

物に被 つた一定の損害について 旅行業約T輌別補償規程によリ ー定の補償金および見

舞金を支払いまつ.

特別補償は事故による傷害治療費用、病気による死亡 治療費用 田賞責任 救援者費用等に

は一t7E用できません。該当補償等をご希望の場合は任意にて海外嗣予保険にご加入くださし

13旅程保証
当社は 旅行日i■にご旅行条件書23● の重要rd変 更が行われた場合 よ その約款の規定により

その変更の内容に応じて旅行代金の1%～ 5●●に十日当する額の変更補償金をお支払し|します。変

更lP償金の額は 旅行代金の15%を 限度とします.また 1旅 行契約についてll変 更補償金の額

が1000円未満の場合は 変更補償金は支払いません。

14お客様の責任
ⅢI当社はお客様の故意または過失 ,=令もしくま公序良俗に反する行為により当社が損害

を被つたときはお客様は損害を賠償しなければなりません .

●旅行者は 当社から提供された情報を活用し 旅行者の権千J雲おその他の募集型企画旅イう

契llの内容について理解するよう努めなければ■dり ません.

13)旅行者は 旅4〒開蛤後において 契約言面に言ヨ載された旅行サービスをF滑に受領するため 万が一契t
言面と具rdる 旅4干サービスが提供さl・ たと認識したときまま F́地 におしlで 速や力ヽこその旨を当■ 当社

の手配代′守ち又は当該旅行サービス
=供

者に中しJな ければ||りません

15お客様の交替
お客様 d‐ 当社trJ承 認を得た場合に限って 旅行契ll上の地位を当該お客様が指定した別の
方へ譲渡することができます。(た だしコースによりまた時期により当該交音を―切お受けで
きない場合があります。)こ の場合 当言亥お客様は取消料のお支払しヽこ替え当社らに当該交替
に要する手数料として交書を受けるお客様1人 あたり1万円をお支払いいただきます。(「_だ

し取消t4対象期間外の場合を除きます。また 既に航空券を発行している場合 別途再発券に
かrjわ る費用を申し受ける場合があります♪

16旅行条件の基準期日
この旅行条件は2019年 7月 1日現在の違資 料金を基準としております .

17個人情報のお取扱について
お客様よりお預かりする個人情報のお取扱につtlて ま_jf行 条件

=巻
末の日固人情報のお

取扱についてJをご参1荼くださしヽ
18その他
|,お客様の■寝 宜をはかるためにお土産物品のご案内をすることがありますが お買い物

に関しましては お客様の責任で購入 していただきます .

12,当 社まいかrdる 場合でも旅行の再実施はしヽたしません.

*旅券E口紙代(5年旅券11000円 10年 旅券 16000円 )

*任意の海外旅行保険料 *オプシ∃ナルツアー費用

7確定書面
確定書面 {最 終方1行日li表 )ま旅行開始巳l‐ 前日までにお渡しします いで予開始日のア日前け で

に交付するように努力しヽたしま0).添乗員が同行しない場合は 旅程管理業務を行う手配

業者等の連絡先は確定書面 (最 T・
●旅行日程表)でお知らせします .

8旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変 戦舌し暴動 運送 宿,白機関等のサービス提供の中上 官公署の命令 当初の
運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合
契ll内 容を変更することがあります.また その変更に伴い旅行代金を変更することがあり
ます.著 しい経済情勢の変動により通常予想されるli度 を大幅に越えてTl用 する運送機門
の運資 料金の改定が¨ た場合は旅行ヽ金を変更することがあります.増額の場合は旅行
開

'台

日の前日から起算してさかのぼつて15日目にあたるヨよりも前にお夕]らせします.

9取 消 料 の か か る 場 合 (ぉ郡 証 ょる旅鶴 的 の角鯰 )

お客様は表記の取
'肖

14を支払つて旅行契約を解除することができます.

取
'肖

受付日とは 当社の営業日営業時間内にお客様より取消のお申し出を確認した時を墓

0当社の貴任とならない□―ン渡航手続き等の事由によるお取り
'肖

しの場合も表記取
,肖料をいただきます .

●取消料の対象となる旅行代金とは第4項の追力]4T金を含めた含ま額です.

0コース又は出発日を変更された場合も下記の取り肖し料の対象となります.

※ピーフ時と ま 12月 20日 から1月 7日まで 4月 2フ 日から5月6日まで ア月20日 から3月31E

Xお 取り消しの時にすでに渡航手続き開始または終了している場合は 上記取

'肖

料のほか

に渡航手続所要実費をお支払いいただ・・ ます.

来オプショナルツアーは旅行参加後の取り消しはできません.

10旅行の取 り消し(旅行契約の解除 )

次に挙げる場合は 旅行の実施を取りやめることがあります.

11天災地変 戦乱 暴動 運送 宿,白機関等の旅行リービス提供の中止 官公署の命令その他の
当社の関与し得ない事由が生じた場合において 旅行日程に従つた旅行の安全かつ円滑な実
施が不可能となり又き不可能となるおそれが極めて大きtlと き.

■最少催行人員に満たない場合
※ピーク峙に旅行を開始するお客様には 旅行開始日の前日から起算してさかのはって33

膨
=契

約の解除期日|

旅行代金の 10%

旅行代金の20%

旅行代金の50%

お申込み方法

【お問合せ。お申し込み先】

株式会社阪急交通社 東京団体支店「ユニバ…サルデザインツアー」係
〒153‐8589 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー8F
総合旅行業務取扱管理者 :牛島

'羊

樹

電話:03‐ 6632‐7275 FAX103‐ 6745‐ 7371
担当:岩渕勝―、石丼栞、山下夏実 電話の受付は09:30～ 18:00(月～金)土日祝体業
総合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取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者から

の説明にこ不明な点がありましたら、こ違慮なく下記の機会旅行業務取扱官理者にこ質問ください。

【お申込金】

お申込金20,000円を指定の口座にお振込み下さい。(申込金は旅行
代金の一部です。旅行契約は当社が契約締結を承諾し、申込金を受理
した時に成立するものとします。)

■金融機関:三菱UF」銀行新橋駅前支店
■口座番号 :普通 1005348
■口 座 名 :株式会社阪急交通社


