
イベント企画：㈲ダブルフューチャー　旅行企画・実施：株式会社JTBコーポレートセールス

◆旅行期間：
2016年10月8日㈯～10月10日㈪ 2泊3日

◆旅行代金：（大人1名様）
129,000円（4名1室和室利用）
135,000円（3名1室和室利用）
144,000円（2名1室和室利用）

◆募 集 人 員：30名様　
◆最少催行人員：20名様
◆宿 泊 施 設：琴平温泉／琴平グランドホテル桜の抄
◆食 事 条 件：朝食2回、昼食3回、夕食2回
◆添 乗 員：全行程同行します。
◆20才未満の方の申し込み：
　20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満　
　の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
◆申 込 期 間：2016年8月16日㈫～9月23日㈮
　　　　　　　　  申込書到着分まで受付します。
　　　　　　　　　　※但し、定員になり次第締め切ります。
●分割をご希望される方は、下記の要領でお申込みください。
①JTBホームページより、JTBトラベルローンのサイトをご覧ください。　http://www.jtb.co.jp/loan/
②返済シュミレーションを参考に、ローン申込書をプリントアウトし、ご記入後お申込みください。
※記入上の注意：旅行内容の欄のツアー名は「N.U.ファンクラブイベント」とご記入ください。また、「国内」・「手配」に○を
付けてください。

●ローン審査で拒否された場合、残金は現金払いとなります。また、ご旅行を取り消される場合は、所定の取消料をお支払い頂き
ます。尚、審査に時間を要しますのでご希望の方は9月8日㈭までにお申し出ください。

※今回1名１室での御利用の受付はいたしません。
※お申込の人数が4名以下の場合、相部屋のご希望を承ります。ご希望の方は、
申込書の相部屋希望に✓（チェック）を入れてお申込ください。連休中につき、
お部屋数に限りがございますので、極力3名以上での申込に御協力ください。

第12回N.U.ファンクラブツアー第12回N.U.ファンクラブツアー

初の四国ツアー

『僕らの秘密基地』
 ～うどんと庭瀬と地酒と宇田

グラスボート（イメージ）
写真提供：㈲フォーライズ

鹿島（イメージ）
写真提供：㈲フォーライズ

（岡山駅集合） 岡山駅 1111111 讃岐うどん作り体験と昼食 11111111 ○金刀比羅宮 ……………… 琴平温泉
11：00 14:00１０：４５

16：00頃12:15 14:15

10月8日
（土） 昼：○

夕：○

※ご注意：発着時間は、交通事情により変更になることがございますのでご了承下さい。　記入例／11：貸切バス、　　　：船、……：徒歩 　◎：入場観光　○：下車観光

日次 月日（曜） 行　　　　　程 食事

1

琴平温泉 1111 ベンガラ色の町吹屋観光（◎広兼邸、◎笹畝坑道、◎ベンガラ館、ふるさと村等見学） 11111 岡山駅
9：00 15：00

16：30頃11：00 ※昼食はベンガラ御膳を御用意します

10月10日
（月）3

琴平温泉 111 愛南町 　　　 ○鹿島（無人島でランチとプライベートライブ） 　 　（グラスボートで海底見学） 

　　　 　 愛南町 111111111 ○庭瀬さんのふるさと・宇和島にて小休憩 11111111111111 琴平温泉

8：00 13：45

12:30
14：15 15：20

15:00 18:00頃

10月9日
（日）

朝：○

昼：○

夕：○
朝：○
昼：○

2

＊1日目昼食は、メンバーと本場・讃岐うどん作り体験
＊晩秋の金刀比羅宮観光
＊夜はスペシャルパーティーで大騒ぎ！
＊もちろん、恒例のメンバーお部屋訪問も！
＊2日目はメンバーと一緒に四国横断バスツアー、
　車中はN.U.の爆笑トークで大騒ぎ！
＊四国の海を水中展望船で無人島へ・・
＊無人島で楽しいランチとN.U.スペシャルライブ！
＊庭瀬幸一郎の故郷、宇和島も一巡り
＊メンバーと2ショット記念写真
＊参加者全員に記念オリジナルグッズをプレゼント！
〈今回は岡山駅集合解散のため、前後のスケジュールを自由
に組めます。〉

※岡山までの交通手段の手配を、弊社で希望されるかたは
お問い合せください。



■募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTBコーポレートセールス（東京都千代田区霞が関3-2-5、観光庁長官登録旅行業第1767号。以下「当
社」という）が企画・実施する旅行であり、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」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全
文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申し込み及び契約成立時期
⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払い
の際差し引かせていただきます。
⑵電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算し
て3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
⑷お申込金（おひとり）30,000円又は、旅行代金全額
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する
期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくし
て旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお
申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

■旅行代金に含まれるもの
①交通費：旅程表記載の運送機関の運賃・料金 ②食事代金：朝食2回、昼食3回、夕食2回 ③観光代金：旅程表記載の
観光・入場料 ④諸費用
＊上記費用に関わる消費税・諸税相当額を含みます。
＊上記費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれません。その主なものを例示します。
①個人的性質の諸費用（飲物代、クリーニング代、電話代など）②傷害、疾病に関する医療費
■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償
規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に
被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：1500万円　・入院見舞金：2～20万円　・通院見舞金：1～5万円
・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円
　（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消
料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは
以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受
託旅行業者により異なります。）
⑴契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾通知を利用する
場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知し
て頂きます。

⑵「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は
「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が
旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から
起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）
⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、
規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支
払いをいただいた場合はこの限りではありません。

■国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠
償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保する
ため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お申込店の販売員に
お問合せください。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又
は、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
■個人情報の取扱について
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のた
めに利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス
の手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、ご旅行条件
書（要約）及び（全文）「●個人情報の取扱い」にご同意いただいたうえでお申し込みください。
⑵当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供するこ
とがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送
付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発
前までにお申し出ください。
⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、
当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署になります。
【CSR推進室】
〒100－6051　東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング12階
Tel：03-5539-2803
（受付時間　平日9：30～17：30　e-mail：bwt_privacy@bwt.jtb.jp）
個人情報保護管理責任者：CSR推進室長
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2016年8月15日を基準としています。又、旅行代金は2016年8月15日現在の有効な運賃・規則を基
準として算出しています。

ご旅行条件（要約）お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

契約解除の日
旅行開始日の
前日から
起算して

さかのぼって

《お申込み・旅行に関するお問い合わせは》

《旅行企画・実施》

株式会社JTBコーポレートセールス
虎ノ門第二事業部
〒100-6051　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビルディング12階

TEL:03-5539-2827 FAX:03-5539-2828
営業時間：月～金 9：30～17：30（土・日・祝祭日休業）
総合旅行業務取扱管理者：新井 英輔　担当：大角

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に関する責任者です。この旅行契約に関し担
当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

一般社団法人 日本旅行業協会正会員観
光
庁
長

官
登録 日本旅行業

協

会
正
会
員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

観光庁長官登録旅行業第1767号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
東京都千代田区霞が関3-2-5 〒100-6051

※旅行参加申込は、参加申込書に必要事項をご記入の上JTBコーポレートセールス 虎ノ門第二事業部までご郵送下さい。尚、同時に参加申込金お一人様
30, 000円（旅行代金の一部に充当）又は旅行代金全額を下記の口座にお振込願います。旅行契約は当社が締結を承諾し申込金を受領した時（ご入金確
認時）に成立いたします。尚、申込書到着後7日以内に申込金又は旅行代金が確認できない場合は、お申込がなかったものとさせて頂きます。ご旅行代
金残金につきましては、9月23日㈮までにお振込願います。ご出発の7日前までに当社より最終日程表をお送りいたします。

お申込方法

銀行名：みずほ銀行　五号支店
口　座：（普）1276417
口座名：株式会社  JTBコーポレートセールス

お振込先

取消料（お1人様）
無　料

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

1. 21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11日目）
2. 20日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては10日目）（3～6を除く）
3. 7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）
4. 旅行開始日の前日の解除
5. 当日の解除（6を除く）
6. 旅行開始後の解除または無連絡不参加

第12回 N.U.ファンクラブイベント 申込書
正式申込書　●お申込書は、お1人様1枚必要です。 お申込日：　　　　年　　　月　　　日

氏　　　名

会員番号（会員でないお客様は一般とご記入ください） トラベルローン □希望します　□希望しません
ふりがな

ふりがな

性　別

留　守　中
連　絡　先

同 室 希 望

同室希望者名
①

□4名1室利用希望／お一人様129,000円　　□3名1室利用希望／お一人様135,000円
□2名1室利用希望／お一人様144,000円

②

③ ④

連絡先氏名 本人との関係

住　　　所
電話　　　　－　　　　　－

T E L

F A X

携　帯

－　　　　　 －

－　　　　　 －

－　　　　　 －

生年
月日男 ・ 女

　　　　   年　　　   月　　　   日
 （満　　　　　　歳）

現　住　所
〒　　　　－

印同意書 今回の旅行（イベント）に参加させることを同意致します。
※20歳未満の方の参加は保護者の同意が必要です。 保護者署名（自署）


