
～～～～～～～～～～～～大大大大大大大大大大大大洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗港港港港港港港港港港港港フフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーー就就就就就就就就就就就就航航航航航航航航航航航航 222222222222555555555555 周周周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年年年特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別企企企企企企企企企企企企画画画画画画画画画画画画～～～～～～～～～～～～            
大洗港大洗港大洗港大洗港からからからから商船三井商船三井商船三井商船三井フェリーフェリーフェリーフェリー「「「「さんふらわあさんふらわあさんふらわあさんふらわあ」」」」でででで行行行行くくくく            

～～～～～～～～～～～～ GGGGGGGGGGGG OOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!! GGGGGGGGGGGG OOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!! 北北北北北北北北北北北北 海海海海海海海海海海海海 道道道道道道道道道道道道 ★★★★★★★★★★★★ 222222222222 555555555555 ～～～～～～～～～～～～            
往復往復往復往復フェリーフェリーフェリーフェリー2222 泊泊泊泊にににに道内道内道内道内 1111 泊泊泊泊のののの宿泊宿泊宿泊宿泊ををををセットセットセットセット（（（（最長最長最長最長 10101010 泊泊泊泊までまでまでまで延泊延泊延泊延泊もももも OKOKOKOK！）！）！）！）    

基基基基基基基基本本本本本本本本ププププププププラララララララランンンンンンンン・・・・・・・・旅旅旅旅旅旅旅旅行行行行行行行行代代代代代代代代金金金金金金金金                

旅行代旅行代旅行代旅行代金金金金ＡＡＡＡ期間期間期間期間        （（（（大人大人大人大人））））    １１１１１１１１８８８８８８８８，，，，，，，，６６６６６６６６００００００００００００００００円円円円        （（（（小人小人小人小人））））１１１１１１１１３３３３３３３３，，，，，，，，８８８８８８８８００００００００００００００００円円円円    
（（（（5/65/65/65/6～～～～7/157/157/157/15    9/19/19/19/1～～～～9/309/309/309/30    ））））    

旅行代旅行代旅行代旅行代金金金金ＢＢＢＢ期間期間期間期間        （（（（大人大人大人大人））））    ２２２２２２２２２２２２２２２２，，，，，，，，８８８８８８８８００００００００００００００００円円円円        （（（（小人小人小人小人））））１１１１１１１１５５５５５５５５，，，，，，，，８８８８８８８８００００００００００００００００円円円円    

（（（（大洗発大洗発大洗発大洗発 7/167/167/167/16～～～～7777////28282828、、、、8/8/8/8/16161616～～～～8/318/318/318/31    苫小牧発苫小牧発苫小牧発苫小牧発 7/167/167/167/16～～～～8/8/8/8/1111、、、、8/238/238/238/23～～～～8/318/318/318/31））））    

    

「「「「さんふらわさんふらわさんふらわさんふらわああああ」」」」ははははエコノミールームエコノミールームエコノミールームエコノミールーム使用使用使用使用、、、、札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内ののののホテルホテルホテルホテルはははは２２２２名名名名１１１１室室室室（（（（１１１１泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付））））    
☆☆☆☆「「「「さんさんさんさんふらわあふらわあふらわあふらわあ」」」」のののの上等上等上等上等級級級級船室船室船室船室追加代金追加代金追加代金追加代金。（。（。（。（おおおお一人一人一人一人ああああたりたりたりたり））））    
●●●●カジュアルカジュアルカジュアルカジュアルルームルームルームルーム（（（（寝台寝台寝台寝台・・・・相部屋相部屋相部屋相部屋））））                            ２２２２，，，，００００００００００００円円円円        
●●●●スタンダードルームスタンダードルームスタンダードルームスタンダードルーム（（（（２２２２名名名名～～～～４４４４名名名名１１１１室室室室））））        ３３３３，，，，００００００００００００円円円円（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ期間期間期間期間ごごごご案内案内案内案内できませんできませんできませんできません））））    

●●●●デラックスルームデラックスルームデラックスルームデラックスルーム    （（（（２２２２名名名名１１１１室室室室））））                        ８８８８，，，，００００００００００００円円円円（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ期間期間期間期間ごごごご案内案内案内案内できませんできませんできませんできません））））    

    ☆☆☆☆札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内ののののホテルホテルホテルホテルををををシングルシングルシングルシングル利用利用利用利用のののの場合追加代金場合追加代金場合追加代金場合追加代金２２２２，，，，００００００００００００円円円円にてにてにてにて御案内御案内御案内御案内いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

                    ☆☆☆☆現地土曜日宿泊現地土曜日宿泊現地土曜日宿泊現地土曜日宿泊のののの場合場合場合場合、、、、追加料金追加料金追加料金追加料金２２２２，，，，００００００００００００円円円円となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

※※※※団体乗船予定団体乗船予定団体乗船予定団体乗船予定のののの為為為為、、、、設定除外設定除外設定除外設定除外のののの出発日出発日出発日出発日がございますがございますがございますがございます。。。。    
（（（（大洗発大洗発大洗発大洗発 5555/1/1/1/12222・・・・17171717・・・・19191919、、、、6666////7777・・・・9999、、、、7/7/7/7/21212121・・・・24242424・・・・26262626・・・・27272727、、、、8/208/208/208/20    苫小牧発苫小牧発苫小牧発苫小牧発 5555////15151515・・・・20202020・・・・22222222、、、、6/6/6/6/7777・・・・10101010・・・・12121212、、、、7777/2/2/2/21111・・・・24242424・・・・28282828～～～～30303030））））    

ごごごご旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程    

利用利用利用利用ホテルホテルホテルホテル        札幌札幌札幌札幌市内市内市内市内    アパホテルアパホテルアパホテルアパホテル札幌札幌札幌札幌                    （（（（札幌市中央区南札幌市中央区南札幌市中央区南札幌市中央区南 2222 条西条西条西条西 7777 丁目丁目丁目丁目 10101010----1111））））    

                                                ブルーウェーブインブルーウェーブインブルーウェーブインブルーウェーブイン札幌札幌札幌札幌    （（（（札幌市中央区南札幌市中央区南札幌市中央区南札幌市中央区南 7777 条西条西条西条西 5555 丁目丁目丁目丁目））））    

往路往路往路往路    大洗大洗大洗大洗港港港港    18181818：：：：30303030 発発発発    ～～～～～～～～～～～～さんふらわあさんふらわあさんふらわあさんふらわあ～～～～～～～～～～～～翌日翌日翌日翌日 13131313：：：：30303030    苫小牧港着苫小牧港着苫小牧港着苫小牧港着・・・・・・・・・・・・各自各自各自各自・・・・・・・・・・・・札幌札幌札幌札幌（（（（泊泊泊泊）））） 

復路復路復路復路    札幌札幌札幌札幌・・・・・・・・・・・・各自各自各自各自・・・・・・・・・・・・・・・・苫小牧港苫小牧港苫小牧港苫小牧港    18181818：：：：45454545 発発発発～～～～～～～～～～～～さんふらわあさんふらわあさんふらわあさんふらわあ～～～～～～～～～～～～翌日翌日翌日翌日    14141414：：：：00000000    大洗港着大洗港着大洗港着大洗港着 

オプショナルプランオプショナルプランオプショナルプランオプショナルプラン    
○○○○札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内ホテルホテルホテルホテル変更変更変更変更プランプランプランプラン（（（（２２２２名名名名１１１１室室室室のみのみのみのみ））））    
    追加料金追加料金追加料金追加料金２２２２，，，，００００００００００００円円円円にてにてにてにて札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内ごごごご変更変更変更変更いたしますいたしますいたしますいたします。＜。＜。＜。＜札幌東急札幌東急札幌東急札幌東急インインインイン・・・・札幌札幌札幌札幌エクセルホテルエクセルホテルエクセルホテルエクセルホテル東急東急東急東急＞＞＞＞    

            

○○○○登別温泉登別温泉登別温泉登別温泉「「「「第一滝本館第一滝本館第一滝本館第一滝本館」」」」ゆったりゆったりゆったりゆったり宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプラン    
        2222 名名名名 1111 室室室室～～～～5555 名名名名 1111 室室室室までまでまでまで 1111 泊泊泊泊 2222 食付食付食付食付（（（（夕夕夕夕・・・・朝食朝食朝食朝食ともともともともバイキングバイキングバイキングバイキング））））            

追加料金追加料金追加料金追加料金        平日泊平日泊平日泊平日泊                （（（（大人大人大人大人））））４４４４，，，，００００００００００００円円円円        （（（（小人小人小人小人））））２２２２，，，，８００８００８００８００円円円円    

休前日泊休前日泊休前日泊休前日泊        （（（（大人大人大人大人））））６６６６，，，，００００００００００００円円円円        （（（（小人小人小人小人））））４４４４，，，，２００２００２００２００円円円円    

    

        ○○○○旭川旭川旭川旭川市内市内市内市内「「「「ロワジールホテルロワジールホテルロワジールホテルロワジールホテル旭川旭川旭川旭川」「」「」「」「ホテルクレッセントホテルクレッセントホテルクレッセントホテルクレッセント旭川旭川旭川旭川」」」」宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプラン（（（（１１１１泊朝食泊朝食泊朝食泊朝食））））    
            追加料金追加料金追加料金追加料金        宿泊日宿泊日宿泊日宿泊日＜＜＜＜７７７７/16/16/16/16～～～～8/48/48/48/4 のののの期間中期間中期間中期間中＞＞＞＞    （（（（大人大人大人大人・・・・小人小人小人小人））））    ５５５５，，，，００００００００００００円円円円    

                                        宿泊日宿泊日宿泊日宿泊日＜＜＜＜    上記以外上記以外上記以外上記以外のののの設定日設定日設定日設定日        ＞＞＞＞        （（（（大人大人大人大人・・・・小人小人小人小人））））    ４４４４，，，，００００００００００００円円円円    

    

    ○○○○乗用車乗用車乗用車乗用車・・・・オートバイオートバイオートバイオートバイ運賃運賃運賃運賃        下記下記下記下記のののの追加代金追加代金追加代金追加代金でででで、、、、車車車車ややややオートバイオートバイオートバイオートバイのののの積載積載積載積載もももも承承承承りますりますりますります。。。。（（（（片道片道片道片道））））単位単位単位単位////円円円円    

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                            

    

    

    

乗用車運賃乗用車運賃乗用車運賃乗用車運賃    5m5m5m5m 未満未満未満未満    6666ｍｍｍｍ未満未満未満未満    

ＡＡＡＡ期間期間期間期間    13,00013,00013,00013,000    16,00016,00016,00016,000    

ＢＢＢＢ期間期間期間期間    16,00016,00016,00016,000    19,00019,00019,00019,000    

50505050ｃｃｃｃｃｃｃｃ以下以下以下以下        6,0006,0006,0006,000    

400c400c400c400cｃｃｃｃ以下以下以下以下    11,011,011,011,000000000    

400cc400cc400cc400cc 超超超超    14,00014,00014,00014,000    



おおおお申申申申しししし込込込込みからごみからごみからごみからご乗船乗船乗船乗船までまでまでまで    
    STEP1.STEP1.STEP1.STEP1.おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ    
        出発日出発日出発日出発日のののの 3333 カカカカ月前月前月前月前よりよりよりより、、、、出発日出発日出発日出発日のののの 10101010 日前日前日前日前までまでまでまで承承承承りますりますりますります。。。。おおおお電話電話電話電話にておにておにておにてお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

            （（（（フェリーフェリーフェリーフェリーのののの予約内容予約内容予約内容予約内容はははは 2222 カカカカ月前同日午前月前同日午前月前同日午前月前同日午前 9999 時時時時よりよりよりより開始開始開始開始いたしますいたしますいたしますいたします。。。。出発日出発日出発日出発日のののの 3333 カカカカ月月月月～～～～2222 カカカカ月前月前月前月前におにおにおにお申申申申しししし込込込込みみみみ    

                いただいたおいただいたおいただいたおいただいたお客様客様客様客様にはにはにはには、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでの間間間間おおおお待待待待ちいただくこととなりますちいただくこととなりますちいただくこととなりますちいただくこととなります。。。。またまたまたまた、、、、ハイシーズンハイシーズンハイシーズンハイシーズンにはにはにはには必必必必ずしもずしもずしもずしも    

                おおおお席席席席がおがおがおがお取取取取りできないりできないりできないりできない場合場合場合場合もございますのでもございますのでもございますのでもございますので、、、、あらかじめごあらかじめごあらかじめごあらかじめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。）。）。）。）    

STEP2.STEP2.STEP2.STEP2.旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの成立成立成立成立    
        旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のごのごのごのご入金入金入金入金をもってをもってをもってをもって、、、、旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの成立成立成立成立となりますとなりますとなりますとなります。。。。ただしただしただしただし、、、、出発日出発日出発日出発日までのまでのまでのまでの残日数残日数残日数残日数がががが 21212121 日未満日未満日未満日未満のののの時点時点時点時点でででで    

おおおお申申申申しししし込込込込みいただいたみいただいたみいただいたみいただいた場合場合場合場合にはごにはごにはごにはご予約内容予約内容予約内容予約内容のののの手配完了手配完了手配完了手配完了をおをおをおをお知知知知らせしたらせしたらせしたらせした時点時点時点時点でででで契約契約契約契約のののの成立成立成立成立となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

STEP3.STEP3.STEP3.STEP3.旅程確認証旅程確認証旅程確認証旅程確認証のごのごのごのご郵送郵送郵送郵送    
        旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの入金確認後入金確認後入金確認後入金確認後、、、、乗船手続乗船手続乗船手続乗船手続きやきやきやきや宿泊宿泊宿泊宿泊にににに必要必要必要必要なななな「「「「旅程確認証旅程確認証旅程確認証旅程確認証」」」」をごをごをごをご郵送郵送郵送郵送いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

STEP4.STEP4.STEP4.STEP4.ごごごご乗船手続乗船手続乗船手続乗船手続きききき    
        出港当日出港当日出港当日出港当日はははは、、、、乗船港乗船港乗船港乗船港ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの商船商船商船商船三井三井三井三井フェリーフェリーフェリーフェリー発券窓口発券窓口発券窓口発券窓口にてにてにてにて「「「「旅程確認証旅程確認証旅程確認証旅程確認証」「」「」「」「車検証車検証車検証車検証（（（（おおおお車車車車でででで乗船乗船乗船乗船のののの場合場合場合場合）」）」）」）」    

  をごをごをごをご持参持参持参持参のののの上上上上、、、、出港出港出港出港 1111 時間前時間前時間前時間前までにおまでにおまでにおまでにお手続手続手続手続きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

    

    

後後後後        援援援援    

大洗港振興協会大洗港振興協会大洗港振興協会大洗港振興協会    
    

旅行企画旅行企画旅行企画旅行企画・・・・実施実施実施実施    

大洗大洗大洗大洗ポートトラベルポートトラベルポートトラベルポートトラベル（（（（大洗大洗大洗大洗ターミナルターミナルターミナルターミナル株式会社株式会社株式会社株式会社））））    

茨城県知事登録旅行業第茨城県知事登録旅行業第茨城県知事登録旅行業第茨城県知事登録旅行業第 2222----503503503503 号号号号                                                                                                                                                     

茨城県東茨城郡大洗町港中央茨城県東茨城郡大洗町港中央茨城県東茨城郡大洗町港中央茨城県東茨城郡大洗町港中央１１１１番地番地番地番地 

大洗港大洗港大洗港大洗港フェリーターミナルビルフェリーターミナルビルフェリーターミナルビルフェリーターミナルビル２２２２ＦＦＦＦ    

営業時間営業時間営業時間営業時間    8:308:308:308:30～～～～17:0017:0017:0017:00（（（（土土土土・・・・日祭日休日祭日休日祭日休日祭日休みみみみ））））    

電話電話電話電話０２９０２９０２９０２９（（（（２６６２６６２６６２６６））））３３２５３３２５３３２５３３２５    FAXFAXFAXFAX０２９０２９０２９０２９（（（（２６６２６６２６６２６６））））３６９８３６９８３６９８３６９８        

総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者    佐藤真一佐藤真一佐藤真一佐藤真一                                                

http://www.oaraihttp://www.oaraihttp://www.oaraihttp://www.oarai----terminal.jpterminal.jpterminal.jpterminal.jp////                  大洗～苫小牧を結ぶフェリー さんふらわあ 

営業時間 8:30～17:00（土・日祭日休み） 

ごごごご旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

◇◇◇◇旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約    このこのこのこの旅行旅行旅行旅行はははは大洗大洗大洗大洗ターミナルターミナルターミナルターミナル㈱（㈱（㈱（㈱（以下当社以下当社以下当社以下当社というというというという））））がががが企画企画企画企画・・・・募集募集募集募集しししし実実実実

施施施施するするするする旅行旅行旅行旅行ですですですです。。。。おおおお客様客様客様客様とのとのとのとの契約契約契約契約のののの内容内容内容内容・・・・条件条件条件条件はははは下記記載下記記載下記記載下記記載のほかのほかのほかのほか、、、、最終旅行日程最終旅行日程最終旅行日程最終旅行日程

表表表表およびおよびおよびおよび当社旅行業約款当社旅行業約款当社旅行業約款当社旅行業約款によりますによりますによりますによります。。。。    ◇◇◇◇申込金申込金申込金申込金    旅行申込旅行申込旅行申込旅行申込にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては所定所定所定所定のののの

用紙用紙用紙用紙にににに必要事項必要事項必要事項必要事項をををを記載記載記載記載しししし申込金申込金申込金申込金 10,00010,00010,00010,000 円円円円（（（（旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金・・・・取消料取消料取消料取消料のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして取扱取扱取扱取扱

いますいますいますいます））））をををを添添添添えてえてえてえて取扱取扱取扱取扱いいいい旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社にににに提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    ◇◇◇◇契約契約契約契約のののの成立成立成立成立    おおおお客様客様客様客様

とのとのとのとの契約契約契約契約のののの成立成立成立成立はははは、、、、申込書申込書申込書申込書およびおよびおよびおよび申込金申込金申込金申込金をををを取扱取扱取扱取扱いいいい旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社がががが収受収受収受収受したときにしたときにしたときにしたときに成立成立成立成立

しますしますしますします。。。。    ◇◇◇◇確定書面確定書面確定書面確定書面    当社当社当社当社はははは出発出発出発出発のののの７７７７日前日前日前日前までにまでにまでにまでに、、、、旅行内容旅行内容旅行内容旅行内容のののの確定状況確定状況確定状況確定状況をををを記載記載記載記載

したしたしたした書面書面書面書面をおをおをおをお渡渡渡渡しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。    ◇◇◇◇旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のおのおのおのお支払支払支払支払    旅行代金残金旅行代金残金旅行代金残金旅行代金残金のののの支払支払支払支払はははは、、、、

出発出発出発出発のののの 10101010 日前日前日前日前までにおまでにおまでにおまでにお支払下支払下支払下支払下さいさいさいさい。。。。    ◇◇◇◇旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれるものまれるものまれるものまれるもの    旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに

明示明示明示明示したしたしたした運送機関運送機関運送機関運送機関のののの運賃料金運賃料金運賃料金運賃料金・・・・宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費・・・・食事代食事代食事代食事代・・・・観光諸費用観光諸費用観光諸費用観光諸費用およびおよびおよびおよび消費税消費税消費税消費税。。。。    ◇◇◇◇

契約契約契約契約のののの変更変更変更変更    天災地変天災地変天災地変天災地変・・・・戦乱戦乱戦乱戦乱・・・・暴動暴動暴動暴動・・・・運送機関運送機関運送機関運送機関ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール・・・・交通事情交通事情交通事情交通事情・・・・気象気象気象気象

条件条件条件条件そのそのそのその他他他他やむをえないやむをえないやむをえないやむをえない事由事由事由事由によりによりによりにより旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその場場場場

合合合合、、、、変更後変更後変更後変更後のののの旅行内容旅行内容旅行内容旅行内容によりによりによりにより旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。またまたまたまた、、、、おおおお客様客様客様客様

のののの都合都合都合都合によりによりによりにより旅行内容旅行内容旅行内容旅行内容をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合はそのはそのはそのはその追加代金追加代金追加代金追加代金をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。        ◇◇◇◇おおおお

客様客様客様客様のののの交替交替交替交替    おおおお客様客様客様客様はははは当社当社当社当社のののの承諾承諾承諾承諾をををを得得得得てててて、、、、契約上契約上契約上契約上のののの地位地位地位地位をををを第第第第 3333 者者者者にににに譲譲譲譲りりりり渡渡渡渡すすすす事事事事がががが

できますできますできますできます。。。。    ◇◇◇◇取消料取消料取消料取消料    おおおお客様客様客様客様はいつでもはいつでもはいつでもはいつでも次次次次にににに定定定定めるめるめるめる取消料取消料取消料取消料をををを支払支払支払支払うううう事事事事によりによりによりにより契契契契

約約約約をををを解除解除解除解除するするするする事事事事がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。    

旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから    

さかのぼってさかのぼってさかのぼってさかのぼって    

２０２０２０２０日日日日～～～～８８８８日前日前日前日前    ７７７７日日日日～～～～２２２２日前日前日前日前    

    

旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの    

前日前日前日前日    

    

旅 行 開 始 日旅 行 開 始 日旅 行 開 始 日旅 行 開 始 日

当日当日当日当日    

旅行開始後旅行開始後旅行開始後旅行開始後    

およびおよびおよびおよび    

無 連 絡 取 消無 連 絡 取 消無 連 絡 取 消無 連 絡 取 消

しししし    

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの    

    ２０２０２０２０％％％％    

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの    

                ３０３０３０３０％％％％    

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの    

                ４０４０４０４０％％％％    

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの    

                ５０５０５０５０％％％％    

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの    

                １００１００１００１００％％％％        

◇◇◇◇最少催行人員最少催行人員最少催行人員最少催行人員    このこのこのこの旅行旅行旅行旅行のののの最少催行人員最少催行人員最少催行人員最少催行人員はははは 1111 名名名名ですですですです。。。。        ◇◇◇◇添乗員添乗員添乗員添乗員    このこのこのこの旅行旅行旅行旅行

にはにはにはには、、、、集合場所集合場所集合場所集合場所からからからから解散解散解散解散までまでまでまで添乗員添乗員添乗員添乗員はははは同行同行同行同行いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。    ◇◇◇◇当社当社当社当社のののの責任責任責任責任    当社当社当社当社

はははは旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの履行履行履行履行にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、当社当社当社当社のののの故意故意故意故意またはまたはまたはまたは過失過失過失過失によりおによりおによりおによりお客様客様客様客様にににに損害損害損害損害をををを与与与与えたえたえたえた

ときはときはときはときは、、、、発生日発生日発生日発生日からからからから 2222 年以内年以内年以内年以内にそのにそのにそのにその申出申出申出申出があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にににに限限限限りそのりそのりそのりその損害損害損害損害をををを賠償賠償賠償賠償するするするする

責責責責にににに応応応応じますじますじますじます。。。。たたたた    

だしだしだしだし、、、、次次次次にににに例示例示例示例示するようなするようなするようなするような事由事由事由事由によるによるによるによる場合場合場合場合はそのはそのはそのはその責責責責をををを負負負負うものではありませんうものではありませんうものではありませんうものではありません。。。。    

天災地変天災地変天災地変天災地変････戦乱戦乱戦乱戦乱・・・・暴動暴動暴動暴動、、、、運送運送運送運送････宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関のののの事故事故事故事故、、、、運送機関運送機関運送機関運送機関のののの遅延遅延遅延遅延・・・・不通不通不通不通もしくはもしくはもしくはもしくは火火火火

災又災又災又災又はこれらのためにはこれらのためにはこれらのためにはこれらのために生生生生ずるずるずるずる日程日程日程日程のののの変更変更変更変更もしくはもしくはもしくはもしくは旅行旅行旅行旅行のののの中止中止中止中止およびおよびおよびおよび滞在時間滞在時間滞在時間滞在時間のののの

短縮短縮短縮短縮またはまたはまたはまたは延長延長延長延長、、、、公官署公官署公官署公官署のののの命令又命令又命令又命令又はははは伝染病伝染病伝染病伝染病によるによるによるによる隔離隔離隔離隔離、、、、食中毒食中毒食中毒食中毒、、、、盗難盗難盗難盗難。。。。        ◇◇◇◇おおおお

客様客様客様客様のののの責任責任責任責任    おおおお客様客様客様客様のののの故意故意故意故意またはまたはまたはまたは過失過失過失過失によりによりによりにより当社当社当社当社がががが損害損害損害損害をををを被被被被ったときはったときはったときはったときは、、、、当該当該当該当該のののの

おおおお客様客様客様客様はははは当社当社当社当社にににに対対対対しししし損害損害損害損害をををを賠償賠償賠償賠償しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。        ◇◇◇◇旅程保障旅程保障旅程保障旅程保障    当社当社当社当社はははは

契約内容契約内容契約内容契約内容にににに重要重要重要重要なななな変更変更変更変更をををを行行行行ったったったった場合場合場合場合、、、、別途定別途定別途定別途定めるめるめるめる変更保証金変更保証金変更保証金変更保証金をををを旅行終了後旅行終了後旅行終了後旅行終了後 30303030 日日日日

以内以内以内以内におにおにおにお支払支払支払支払しますしますしますします。。。。尚尚尚尚、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる変更変更変更変更はははは対象対象対象対象となりませんとなりませんとなりませんとなりません。。。。天災地変天災地変天災地変天災地変・・・・戦乱戦乱戦乱戦乱・・・・

暴動暴動暴動暴動・・・・公官署公官署公官署公官署のののの命令命令命令命令・・・・運送宿泊機関等運送宿泊機関等運送宿泊機関等運送宿泊機関等ののののサービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供のののの中止中止中止中止・・・・当初当初当初当初のののの運送計画運送計画運送計画運送計画

によらないによらないによらないによらない運送運送運送運送サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供・・・・参加者参加者参加者参加者のののの生命生命生命生命またはまたはまたはまたは身体身体身体身体のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のためののためののためののための措措措措

置置置置        ◇◇◇◇特別補償特別補償特別補償特別補償    当社当社当社当社はははは当社当社当社当社のののの責任責任責任責任のののの生生生生じるかじるかじるかじるか否否否否かをかをかをかを問問問問わずわずわずわず、、、、特別補償規定特別補償規定特別補償規定特別補償規定にににに

定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、おおおお客様客様客様客様のののの生命生命生命生命・・・・身体身体身体身体またはまたはまたはまたは手荷物手荷物手荷物手荷物のののの上上上上にににに被被被被ったったったった一定一定一定一定のののの損害損害損害損害

についてについてについてについて、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ定定定定めるめるめるめる補償金補償金補償金補償金およびおよびおよびおよび見舞金見舞金見舞金見舞金をををを支払支払支払支払いますいますいますいます。。。。                        

    

このこのこのこの旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件はははは平成平成平成平成 22222222 年年年年 4444 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在をををを基準基準基準基準としていますとしていますとしていますとしています。。。。    


