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旅行条件 ( 要約 )
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本旅行は (株)農協観光が企画･実施する旅行です｡以下の条件に基づきます｡
その他の旅行条件は､本条件によるほか､別途お渡しする取引条件説明書面､契約書面
確定書面 ( 最終旅行日程表 )､並びに当社募集型企画旅行契約によります。
１. 旅行のお申し込み及び契約成立について
(１)お申し込みの際には､必ず旅行条件書をお受け取り下さい。
(２)当社所定の申込書に所定の事項を記入し､右記のお申込金を添えてお申し込みいた
だきます。
(３)お申込金は､｢旅行代金｣又は｢取消料｣､｢違約料｣の一部として取り扱います。
(４)電話､郵便､ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申し込みの場
合は､当社が旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に､所
定のお申込書と右記のお申込金を提出していただきます｡この期間内にお客さまが
お申込み書とお申込金を提出されない場合は､当社はお申し込みがなかったものと
して取り扱います｡
(５)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し､お申込金を受領したときに成立するものと
します｡
２. 旅行代金に含まれるもの
本広告書面に記載された旅行日程に明示した運輸機関の運賃･料金､宿泊費､食事代､
旅行業務取扱料金及び消費税等諸税が含まれています｡
３. 旅行代金に含まれないもの
上記のほかは旅行代金に含まれません｡その一例を例示します｡
(１)超過手荷物料金 ( 規定の重量･容量･個数を超える分について )
(２)クリーニング代､電報電話料､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
(３)お客さまのご希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金 ( 見学料･食事
代･写真代･交通費等 )
(４)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー( 別料金の小旅行) の代金
(５)ご自宅から発着地までの交通費､宿泊費

４. お申込金(おひとり様 )
旅行代金 １万円未満 ３万円未満 ６万円未満 １０万円未満１５万円未満１５万円以上
お申込金 㸰㸮㸮㸮円 㸴㸮㸮㸮円 㸯㸰㸮
 㸮㸮円 㸰㸮㸮
 㸮㸮円 㸱㸮㸮
 㸮㸮円 旅行代金の㸰㸮％
※旅行代金は､旅行出発の前日から起算してさかのぼって１４日目にあたる日より前に
お支払いいただきます｡
５. 取消料
お客さまは､お客さまのご都合で旅行を取り消しになる場合には､旅行代金に対して
おひとりにつき下記の料率で取消料を､ご参加のお客さまからは１室毎の利用人数の
変更に対する差額をそれぞれいただきます｡
旅行契約の解除期日
旅行開始日 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)
の前日から 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]
起算してさ
かのぼって ３)７日目にあたる日以降の解除 [４)〜６)を除く]
４)旅行開始日前日の解除
５)旅行開始日当日の解除[６) を除く]
６)旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料
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％

６. 旅行条件の基準
この旅行条件は２０１８年９月１日を基準としています｡
個人情報の取扱について
１. 旅行の申し込みに伴い取得する個人情報の利用目的
当社及び当社の旅行業者代理業者 (以下｢代理業者｣といいます｡) または受託旅行業
者 (代理業者を含め､以下｢販売店｣ といいます｡) は､旅行申し込みの際に提出された
申込書に記載された個人情報について､次のために必要な範囲内で利用させていただ
きます。
(１) お客さまとの旅行契約締結 (２) お客さまとの連絡

旅行企画・実施

(３) お客さまがお申し込みいただいた旅行において､運送･宿泊機関等 (主要な運送･宿泊
機関等については各スケジュール表に記載されています｡) その他の提供するサー
ビスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続
２. 旅行の申し込み以外で取得する個人情報の利用目的
当社および販売店は､将来より良い旅行商品の開発のためマーケット分析や当社およ
び販売店から旅行商品のご案内をお客さまにお届けするために､アンケートやクイズ
の応募用紙などに記載されたお客さまの個人情報について､次のために利用させて
いただくことがあります。
なお､この利用については､お客さまのお申し出により停止することができます｡
(１) 旅行商品､キャンペーンのご案内､特典サービスの提供 (２) 統計資料の作成
３. 保有する個人データの利用目的
当社および販売店では､お客さまの個人データのうち､氏名､住所､電話番号またはメ
ールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものに
ついて､次のために利用させていただくことがあります｡
なお､この利用についてはお客さまのお申し出により停止することができます｡
(１) 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い､アンケートのお願い
(２) 旅行商品やサービスのご案内､特典サービスの提供
(３) お客さまにとって有用と思われる提携先団体･企業の商品やサービス･キャンペーンのご案内
(４) 統計資料の作成
(５) 次回の旅行申し込み時におけるお客さまの手続き上の便宜を図るため

国内旅行保険加入のおすすめ
お客様が国内旅行行程中に､急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合､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､加害者への賠償金請
求や賠償金回収が困難な場合がありま す｡これらの移送費､また､死亡･後 遺障害 等
を補償する国内旅行保険にお客 様自身でご加入されることをお 勧めします。

旅行のお申し込み・お問い合わせは

௴ૂশఃஈষਸ਼ڵگڵಀ

長崎支店
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ᲪᲳᲯᲰᲢᲰᲮᲣᲬᲬᲪᲪ
総合旅 行業 務 取 扱 管 理 者とは､お客 様 の旅 行を取 扱う営業 所で の取引の責任 者です｡この 契 約 に関し ､担 当者 からの説 明 にご不 明 な点 がありましたらご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご 質問ください｡

