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旅 イテ条 件  (1友 粋 )詳 しい旅行条件を説明した書面をお渡 し致 しますのでご確認の上お申し込み下さい。
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※敦賀駅～小浜駅の間の駅で乗車 (参力8)可 能
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※東舞鶴駅～小浜駅の間の駅で乗車 (参llll)可能

【注意事項】
○最寄り駅から乗車希望駅までの小浜線の乗車券は事前にあ送りさせて頂きます。
○告白タイムを検討中です。当日のスケジュールでご案内します。
○当日の受付時に,身分。IE明書を持参下さい。
○電車内にてあつまみ、飲み物 (アルコールあり)等 をご用意します。
○他のお客様にご迷惑をおかけした場合、途中退場していただ<こ とがあります。
○原貝」申込後の参カロ取り消しはできません。
○臨時列車、貸切バス共に全席禁煙となります。

1受 注型企画旅行約款
①この旅行は小浜線利用促進協議会が企山し 近畿日本ツーリスト株式会社(以下「当社Jという)が募集し実施する企画旅行で

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(以下「旅行契約Jという)をFll締することになります。
この条件さに定めのない事項は当社募集型企画旅行業約款によります。当社募集lF企画旅行業約款をご希望の方は 当‖Jこ
ご請求下さい。この書面は旅行業法第 12条の4による旅行lfx引条件書です。また、旅行契約が成立した■l合は 旅行業法 12
条の5に より交付する契約書面の一青隣こなります.

②当社は お客様が当社の定める旅行日程に従って運送 宿711機関等の提供する運送、l■泊その他の旅行に関するサービス(以

下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し 旅程を管理することを弓き受けます。
2旅 行のお申し込み

当卜L所定の旅行1込 書に所定の事項を記入し おひとりにつきド記の中込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みいただきます。
3申 込金

ご旅行代金全額のお支払いをお願いします。
旅行契約は当社が契約締結を承詰し|り△金を受理した時に成立するものとします。

4旅 行代金に含まれているもの

旅行日f■に明示さオ■た以下のもの
(1)旅行日程に明示した運送機関(特に明示のない場合はエコノミークラス)の運賃 料金 食事料金、観光料金
(2)添乗員が同行する場合は 添乗員経費 「F体行動に必去な心付を含みます。

5上 記4のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税 サービス料金 傷害 疾病に関する医療費、自由行動中の

諸費用など
6取 消料

お申込の後、お客lllのごil合で旅行を取消さオ1る場合には旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
またお客様のご都合により、途中で離団さオlた場合は お客様の権利放葉とみなし ―切の払戻しをいたしません
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取消日 日
'吊

1日前 10日～8日前
7日～

2日前
一剛

無連絡不 参加

7旅 行内容 旅行代金の変更

天災地変 運送 宿泊機関のサービスの提供の中 卜など当社の関与し得ない事由で また運送機関の運賃 料金の大幅な改定に
より旅行内容 旅行代金を変更する場合があります。尚お客様のお中し出により旅行内容の変更がある場合は別途所要経費をい

ただきます。また運送 宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる場合 お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行
代金を変更することがあります.

●事業企画 ●旅行実施

小浜線利用促進協議会              お可礎 お問合せは kn口近畿日本ツーリスト株式会社 福井支店
住所/小 浜市大手門 6-3 小浜市役

'7企

画課総合交通lll tt G内   |口
'7■

〒9100006 福井市中央 J31■ 1藤ビ,レ5階  「EL 0776‐ 25-4001 FAX 0776-24-2533

ri3L 0770-53-1111(内 線 345)              営業時間/月 ‖三日～金‖i[19:15～ 18:00(十 日 祝 日は休業)lll当 者/服 部 谷 浩:l出 総合旅行業務‖マ扱管理者/古 H和 彦

引の責任者です。この旅行契約に関臥 担当者からの説明にご不明な点があれば総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。|バ ンフレッM謡 号 N0450-1210004

8特 別補償
lTl内受注2U企饉1旅行約款の特別補償規定で定めるところにより お客様が企画旅行参加ドいに急lllかつ外来の事故により、牛i命

身体又は荷物に被られた ‐定の損害については、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
9当 社の責任

当社は故意又は過失によりお客様にllt害を与えたときは 損害を賠償します。ただし lll害発」:日から211以内に当社に女1して
通知があった場合に限ります.手荷物について生した損害については 同項の規定にかかわらず 損害発生日から15日以内に■l社
に対してlul知がぁったときに限り、旅行者 1人 15万 円をlll度(当社に故意又は■人な過失がある場合を除きます )として1吉償し
ます。(注 :天変地異 戦舌し、暴動 運送 宿泊機関の事故 ・火災による旅行日程の変更 中止 運送機関の遅延 欠
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1ス ケジュー
ル変更、食中毒 自由行rlJi lの事故 盗難 官公署の命令又は伝染病による隔離は該当しません。)
,0お 客様の責任
お客l12の故意または過失、法令もしくは公,デ良俗に反する行為により当社力■員書を被った時にはお客様へ損害の1吉償を申し受

けます。
11旅 程保証

当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に 定のイiを乗した変更相i償金を1支払います。
12確 定書面の交付
当社は旅行,1始日の 4日 前までに最終日程表(lt定書面)を交付致します。

13そ の他

0当 社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません.
0こ の旅行条llは、2012年 10月 1日現在を基準としております。また旅行代金は 2012年 10月 1日現在有効なものとして公

示されているlli空運貨 適用規則を基準として算出しています。
14個 人情報の取扱について

0近 畿日本ツーリスト株式会社(以下「当社J)およびご旅行をお中込いただいた受.t旅行業者(以ド「販売店J)は 旅行中i△の
際にご提出いただいた個人情報について お客様との連絡や運送.宿泊機関等の手配のためにご利用させていただくほか
必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。

② に記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針は 当社の店舗またはホームベージでご覧 ドさし、
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旅行企画 実施 観光庁長官登録旅行業代 20号 一般社団法人日本旅行業協会正会員

i笙鰤徒習口|や
:

①近畿日本ツーリスト株式会社ホームページ コン祭 :http://entame.knt.cojp/kOnfes
②丁EL申込 :0776‐25-4001 ③FAX申 込 :0776‐24‥2533

ふりがな

参加者氏名
イベント当日年齢     ※当イベントは

S・ H  年  月  日 (年齢  歳) 組見峨観1ます。
T    ―                    最寄り駅

(Eメ ール)

第 1弾 ・第2弾

※最寄 り駅から乗車希望駅までの小浜線の乗車券は事前にお送 りさせて頂きます。


