ベテランガイドと行く 老神温泉に泊まる

出発⽇

2018年10⽉3⽇(⽔)~10⽉5⽇(⾦)

⾷事

朝⾷2回 昼⾷3回 ⼣⾷2回

(2泊3⽇)
最少催⾏⼈数 20名
添乗員

同⾏しません

募集締切⽇

2018年9⽉18⽇(⽕)

●旅⾏代⾦/お⼀⼈様

59,800円（税込）
⼤⼈・⼦供代⾦同額

３才〜⼩学⽣未満 48,000 円

イメージ

スケジュール

【記号の説明 ★下⾞観光 ・・・・ 徒歩移動 ＝＝＝貸切バス】

１⽇⽬

名鉄⻄可児駅 === ＪＲ美濃太⽥駅北⼝ === 美濃加茂I/C === （東海・中央・⻑野） === 諏訪I/C ===
8︓00発
8︓20発
=== ⽩樺湖レイクサイドプラザ（バイキング）
==== 軽井沢（散策） === 碓井軽井沢I/C === （中部縦貫・上信越）

２⽇⽬

=== 沼⽥I/C === 吹き割りの滝（伽藍苑）⾒学 ===== 源泉湯の宿 紫翠亭（泊）
17︓10頃着
⽼神温泉 ===== ⼤清⽔ ・・・・・・・・・ ⼀之瀬休憩所 ・・・・・・・・・ 三平峠 ・・・・・・・・・ 尾瀬沼
（昼⾷弁当） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8︓00発
8︓50
・・・・・ 沼尻 ・・・・・ ⾒晴⼗字路 ・・・・・ 桧枝岐⼩屋（泊）
16︓00頃着

３⽇⽬

桧枝岐⼩屋 ・・・ ⻯宮⼩屋 ・・・ ⽜⾸ ・・・ ⼭の⿐ ・・・ 鳩待峠 == ⽩沢⾼原温泉 望郷の湯（⼊浴） =======
6︓30発
１０︓３０ １１︓２０
１２︓００
=== 原⽥農園
（昼⾷＆ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ） === 沼⽥I/C ===
（上信越・中部縦貫）
=== 佐久南I/C === 岡⾕I/C ===
１２︓３０
１２︓３０
=== （⻑野・中央・東海） === 美濃加茂I/C === ＪＲ美濃太⽥駅北⼝ === 名鉄⻄可児駅
19︓00着
19︓20着

[ご案内] ・ルートにより、利用ICおよびコースの一部が変更になる場合がございます。
また、道路状況により到着時間が前後する場合があります。
・旅行は、当社が企画・実施する企画旅行で、お客様は当社と募集企画型旅行契約を締結することになります。

ガ イド ︓ ⽇ 本 森林イ ンスト ラ クタ ー 協会
副 会 ⻑ ⼭ 野内 宗広さ ん が同⾏

ここが
ポイント

三重県森林インストラクター会会⻑として観光業との連携プロジェク
トを⼿掛け、また尾瀬のガイド経験を６０回以上も経験されている
⼭野内さんに尾瀬の⾃然を満喫できるプランを監修いただきました。
⼭野内さんが全⽇程で同⾏し、案内いただきます。
＜都合によりガイドが変更になる場合があります＞

観光庁⻑官登録旅⾏業第2038号 ⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会正会員

株式会社近畿⽇本ツーリスト中部
中部エ－ジェントセンタ－
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-27-2 ⽇本⽣命笹島ビル14階

※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、お申し込みください。

●受託販売[お問い合わせ・お申込みは下記までお願いいたします]

KNT-CTホールディングス株式会社 特約店

ミノカモツ－リスト
岐⾩県知事登録旅⾏業第3-234号
〒505-0041岐⾩県美濃加茂市太⽥町2565-1
シテイプラザ美濃加茂1 階
営業時間 10︓00〜18︓00（⽔曜定休）
※休業⽇と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、
翌営業⽇の受付となります
総合旅⾏業務取扱管理者 ⼩林 多⾨・藤井 恵⼦

☎0574-25-0323 FAX 0574-27-1698
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。このご旅⾏の契約に関し、担当者からの
説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の旅⾏業務取扱
承認NO 1610-1810-0001
管理者にご質問ください。

申し込み⽤紙（FAXでの申し込み）

FAX:0574-27-1698

「ベテランガイドと行く老神温泉に泊まる 尾瀬沼と尾瀬ヶ原」に申し込みます。
氏名（ふりがな）

性別

住所

電話番号

男・女
男・女
男・女
男・女
男・女
男・女
男・女
男・女
●出発⽇時
集合場所および時間
●ご旅⾏代⾦
●⾷事
●最少催⾏⼈員
●添乗員
●募集締切⽇
●宿泊

2018年10⽉3⽇(⽔) 8:00(名鉄⻄可児駅)
7:45(名鉄⻄可児駅)
59,800円（税込）※⼤⼈⼦供代⾦同額 ３才〜⼩学⽣未満 48,000円
朝⾷2回 昼⾷３回 ⼣⾷２回(2⽇⽬昼⾷は︓ホテル⽤意のお弁当)
2０名
同⾏しません
締切⽇︓2018年9⽉18⽇(⽕)
1⽇⽬︓源泉湯の宿 紫翠亭（和室利⽤）
2⽇⽬︓桧枝岐⼩屋(男⼥別・相部屋利⽤)
名阪近鉄バス・尾瀬紀⾏（鳩待峠~望郷の湯）

●バス会社

旅⾏条件（抜粋）※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。
1.募集型企画旅⾏約款
①この旅⾏は株式会社近畿⽇本ツーリスト中部（以下「当社」という）が企画・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。
この条件書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。当社募集型企画旅⾏業約款を
ご希望の⽅は、当社にご請求下さい。この書⾯は旅⾏業法第12条の４による旅⾏取引条件書です。
また、旅⾏契約が成⽴した場合は、旅⾏業法12条の5により交付する契約書⾯の⼀部になります。
②当社は、お客様が当社の定める旅⾏⽇程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の
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引き受けます。
2.旅⾏のお申し込み
当杜所定の旅⾏申込書に所定の事項を記⼊し、おひとりにつき下記の申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（各旅⾏代⾦とも旅⾏代⾦全額を申し受けることが可能です）
旅⾏契約は当杜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。
旅行代金

3万円未満

6万円未満

お申込金

5,000円～

12,000円～

4.最少催⾏⼈員
最少催⾏⼈員に満たない場合は旅⾏を中⽌する場合がありますが、この場合は出発13⽇前（⽇帰り旅
⾏は3⽇前）までにご連絡いたします。
5.旅⾏代⾦に含まれているもの
旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の交通費、⾷事代、観光及び消費税等諸税。
6.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ぴそれに伴う税・サーピス料⾦、傷害・疾病に関
する医療費、旅⾏条件に定めた宿泊施設の部屋定員以下の部屋利⽤にかかる追加代⾦、希望者のみ参
加するオプショナルツアー費⽤、⾃由⾏動中の諸費⽤など
7.取消料
お申込の後、お客様のご都合で旅⾏を取消され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、途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみ
なし、⼀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
取消料率

日帰
宿泊

11日前
21日前
無料

10日～
8日前
20％

7日～
2日前
30％

前日

当日

40％

50％

旅行開始後及び
無連絡不参加
100％

8.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⽌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。尚お客様のお申し出
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。
9.特別補償
国内募集型企画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中に急激かつ外来
の事故により、⽣命、⾝体⼜は荷物に被られた⼀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。
10.当社の責任
当社は故意⼜は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償します。ただし、損害発⽣⽇から2
年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⼿荷物について⽣じた損害については、同項の規定にかかわらず、損害発⽣⽇から15⽇以内に当社に対し
て通知があったときに限り、旅⾏者1⼈15万円を限度(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。(注︓天変地異、戦乱、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、⽋航、スケジュール変更、⾷中毒、⾃由⾏動中の事故、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。）
11.お客様の責任
お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する⾏為により当社が損害を被った時にはお客様へ
損害の賠償を申し受けます。
12.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⼀定の率を乗じた変更補償⾦を⽀払い
ます。
13.確定書⾯の交付
■確定⽇程表
確定した航空機の便名や宿泊ホテル名などが記載された確定⽇程表は、ご出発の前⽇までに交付します。
ただし、出発の７⽇前以降にお申込の場合 は旅⾏開始⽇当⽇に交付することがあります。
なお、交付⽇以前であってもお問合せいただければ⼿配状況についてご説明いたします。
14.その他
①当社はいかなる場合でも旅⾏の再実施は致しません。
②この旅⾏条件は、2018年7⽉1⽇現在を基準としております。また旅⾏代⾦は2018年7⽉1⽇現在
有効なものとして公⽰されている航空運貨・適⽤規則を基準として算出しています。
15.個⼈情報の取扱について
①株式会社近畿⽇本ツーリスト中部（以下「当社」）およびご旅⾏をお申込いただいた受託旅⾏業者
（以下「販売店」）は、旅⾏申込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当社、当社のグループ企業である近畿⽇本ツーリスト個⼈旅⾏販売株式会社等、販売店および当社が
提携する企業が取扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
③ご記⼊いただいた情報は、商⼯会議所からの各種連絡・情報提供のために利⽤するほか、 参加者の実態調
査・分析のために利⽤することがあります。
④上記のほか、当社の個⼈情報の取扱に関する⽅針は、当社の店頭またはホームページでご覧下さい。

