岸和田市・岸和田市観光振興協会・JR西日本・日本旅行 共同企画

特急型団体臨時列車で行く

日帰り
添乗員同行

岸和田十月祭禮

1名様からご参加
いただけます

（だんじり祭）
289系

オリジナル
乗車記念
バッジが
もらえる!！
（お一人様1個）

岸和田市
イメージキャラクター
「ちきりくん」

イメージ

（写真提供：岸和田市）

岸和田城（写真提供：岸和田市）
写真はすべてイメージです。

2019年

行

■出発日：

①10月12日
（土）
②10月13日
（日）

10：45発

こども

■募集人員：各日程１８２名（各日程とも催行決定しております。）
オプショナルツアー

祭禮関係者によるだんじり祭
岸和田十月祭禮見学ツアー

東岸和田駅
17：36発

1,820円

東岸和田駅

11：22着

東岸和田駅到着後、フリータイム（約6時間）

■ご旅行代金（こども料金：座席の必要な小学生以下の方）

3,680円

食事

※各自で岸和田十月祭禮（だんじり祭）や岸和田城周辺散策にてお楽しみください。
車内にて岸和田市マップ等の資料もお渡しいたします。

★オリジナル乗車記念バッジ（お一人様1個）

おとな

特急型団体臨時列車

新大阪駅

お 楽し み

お一人様あたり

程

特急型団体臨時列車

朝：
×
昼：
×
夕：
×

新大阪駅

18：20着

◆列車は全席座席指定ですが、お席はお選びいただけません。
◆ご旅行代金に含まれるもの：
ＪＲ運賃・料金(団体臨時列車 新大阪〜東岸和田の往復特急券・乗車券)、
添乗員経費、消費税等諸税
◆ご乗車の際は、新大阪駅にてご集合いただき、受付時にチケットをお渡しします。
◆この企画は、岸和田のだんじり祭りを優先的にご覧いただくものではありません。

■設定日：①10月12日
（土）
、②10月13日
（日）
■ツアー内容：祭禮関係者による岸和田十月祭禮の
ご説明及び曳行中のだんじりのご見学
■所要時間：約１００分
（12：45頃〜14：30頃）

※休憩中のだんじりを間近でご覧いただきます。※行程の全てを徒歩で移動致します。

■ご旅行代金：
２，
８６０円
（食事なし）
（祭禮関係者経費、消費税等諸税を含みます）
■参加者特典：祭禮タオル・祭禮冊子を当日お渡しいたします。

※尚、申込人員及び現地事情
（混雑等）
により各設定日とも所要時間の変更がある場合もございます。
※大人の方のみお申込みいただけます。

≪特急型団体臨時列車で行く 岸和田十月祭禮≫お申込書
パンフレットや旅行条件に記載の旅行条件及び、旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関への
個人情報の提供について、同意の上、下記の旅行を申込みます。

お申込みは、
この書面にご記入の上、
ＦＡＸにてお送り下さい。

ＦＡＸ：
０６-６６２１-４１８０

■お申込者
フリガナ

（代表者）
お名前

TEL

−

−

携帯

−

−

FAX

−

−

@

E-mail
（〒

）

ご住所

■ご出発日（□に

■お申込人数

を入れてください）

□10月12日（土）
□10月13日（日）

こども

おとな

人数

名

オプショナルツアーお申込人数

名

名

【個人情報の利用について】①当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、申込いただきました宿泊の手配、チケットの手配、お客様との間の連絡及び主催者様への
提供ならびにこれらに付随する業務を行うためだけに利用します。②その他当社の個人情報の取扱につきましては、当社ホームページ
（http://www.nta.co.jp)をご参照ください。③個人
情報の取扱に関する問い合わせは、下記の株式会社日本旅行関西法人営業部担当者までご連絡ください。④当社及び販売店では、
ご記入いただいたお客様の個人情報を、会社及び会社
と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行に関するご案内等をお届けするために利用させていただく場合がございます。情報の送付を希望されない場合は、下記の
「□情報の送付を希望しない」にチェックをつけて下さい。

□情報の送付を希望しない。

※個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先：㈱日本旅行関西法人営業部

担当/市渡則久（電話/06-6621-4125）

ご案内（必ずお読みください）
●添乗員・
・
・新大阪駅から新大阪駅まで同行します。●お申し込み最終締切・
・
・ご出発の７日前まで予約を受け付けます。●集合時間･集合場所･出発時間･コース詳細・
・
・ご旅行５日前にお渡しする確定日程表にてお知らせい
たします。
■注意事項
●パンフレットに記載の時刻は、団体列車のため目安です。変更となる場合があります。また、
ツアーで使用の編成、車両はやむを得ない事情で変更･中止となる場合がございます。またその場合でも、その区間の行程が成
立した場合は返金等致しかねます。●お席のご希望（窓側、通路側、向き、号車）
はお伺い致しかねます。お席につては当日集合時にお知らせします。●グループでのお申込みでも、お席は通路をはさんだり、前後など離れる
場合がございます。●旅行行程中は添乗員の指示に従ってください。円滑なツアー実施にご協力いただけない場合は、旅行業約款に基づき、前途の参加をご遠慮いただく場合がございます。ご参加の皆様のご協力をお願い
致します。●復路の列車の変更はできません。
■その他
●パンフレット掲載の風景写真については、撮影時期の関係で実際とは情景が異なる場合があります。●各観光施設の営業時間や休館日などは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。●このパンフ
レットでご案内のご旅行代金以外の入場料･運賃･利用料金などはすべて予告なく変更になることがあります。天候や交通事情、運送機関の遅れ等により行程が一部短縮、変更･削除される場合があります。この際の返金は
ございません。予めご了承ください。●子供料金について・
・
・こども代金は小学生の方に適用します。但し、小学生未満のお子様でも座席をご利用希望される場合、
こども代金が適用となります。

ご旅行条件（要約）
この旅行は、㈱日本旅行関西法人営業部（以下「当社」
といいます）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
契約を締結していただくことになります。
１．
お申込み方法と契約の成立
（1）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込金（旅行代金全
額）
を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、
または
違約料の一部または全部として繰り入れます。
（2）契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いた
します。
（3）団体、
グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び
解除に関する取引を行います。
（4）旅行代金は旅行出発日の11日前までにお支払いいただきます。
２．
旅行中止の場合…当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場
合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって３日目に当たる日より前に
連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
３．
旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、消費税等諸税及び
添乗員同行費用。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的
性質の諸費用は含まれません。
４．
取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を
解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業
時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。

取消日区分
11日目に当たる日まで
旅行開始日 10日目に当たる日以降
の前日から 8日目に当たる日まで
起算してさか
7日目に当たる日以降
のぼって
2日目に当たる日まで

旅行代金の20%

旅行開始日前日
旅行開始日当日
旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

無料

取消料

旅行代金の30%

５．
免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は
賠償の責任を負いません。
・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若し
くは旅行中止
・運送機関等の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の
変更若しくは旅行の中止
・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の
変更若しくは目的地・滞在時間の短縮
６．
特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被
られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別
補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。
≪国内旅行傷害保険加入のおすすめ≫
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけになる
ことをおすすめいたします。

■お申込み、お問合せ
旅行企画・実施

関西法人営業部
観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 2 号 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引の責任者です。この旅行契約
一 般 社 団 法 人 日本 旅 行 業 協 会 正 会 員 に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお
総 合 旅 行 業 務 取 扱 管 理 者：市 橋 則 久 尋ねください。

７．
旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業
約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表二欄）
に掲げる重要な変更が
生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。
８．
個人情報の取り扱い
（１）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情
報についてお客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらの
サービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス
等のご案内 ②ご意見、
ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資
料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。
（３）このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については
ホームページ
（ https://www.nta.co.jp )でご確認下さい。
（４）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的方法
等によりお客様の個人情報を提供します。なお、
これらの事業者への個
人情報の提供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に出発の
10日前までにお申し出下さい。
９．
この旅行条件は2019年9月12日現在の運賃・料金を基準としております。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の
上、お申込み下さい。
【特別な配慮を必要とする方のお申込みについて】
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、
措置が必要になる可能性があります。
特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、
ご相談させていただき
ますので係員に必ずお申し出ください。

〒545-0053
大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-12
ＪＲ西日本大阪支社ビル１階
ＴＥＬ
：０６−６６２１−４１２５
ＦＡＸ：０６−６６２１−４１８０
営業時間／平日10:00〜18:00(土･日･祝休業)

西日本19-166

