
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜旅行日程＞ 

 日付 発着地 時間 行 程 

１ 

 

9 月 1 日 

（日） 

成田空港発 

ヘルシンキ空港着  

11:00 

15:00 

成田空港から AY074 便（予定）にてヘルシンキへ 

ヘルシンキ到着後、専用バスにてホテルへ    ＜ホテル泊＞ 夕食込 

2 9 月 2 日 

（月） 

ヘルシンキ 

 

トゥルク 

トゥルク発 

 

 

 

20:55 

ヘルシンキのターミナル施設など視察  

専用バスにてヘルシンキからトゥルクへ移動（約 3 時間） 

トゥルクにて造船所視察、およびターミナル施設など視察 

ヴァイキング・グレース号でストックホルムへ移動＜船中泊＞朝・昼・夕込 

３ 9 月 3 日 

（火） 

ストックホルム着 

 

06:30 

 

ストックホルム到着後、ターミナル施設など視察 

午後、ｼｮｱｴｸｽｶｰｼｮﾝおよび交通システム視察＜ホテル泊＞ 朝・昼・夕込  

４ 

 

9 月 4 日 

（水） 

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ空港発 

ハンブルク空港着 

キール 

08:30 頃 

10:00 頃 

航空機にてハンブルクへ 

ハンブルク空港から専用バスにてキールへ 

キール運河、ﾀｰﾐﾅﾙ施設、港湾施設など視察＜ホテル泊＞ 朝・昼・夕込  

5 9 月 5 日 

（木） 

キール発 

ハンブルク着 

ハンブルク空港発 

ヘルシンキ空港着 

ヘルシンキ空港発 

午前 

午前 

12:55 

15:50 

17:45 

専用バスにてキールからハンブルクへ移動 

ハンブルクにてターミナル施設など視察後ハンブルク空港へ 

AY1422 便にてヘルシンキへ 

 

ヘルシンキから AY073 便にて成田空港へ ＜機中泊＞    朝食込 

6 9 月 6 日 

（金） 

成田空港着 09:05 成田空港到着後、解散 

※上記日程表の発着時刻は、2019 年 6 月現在の情報です。改めて、最終日程表で詳細をご案内致します。 

※利用予定航空会社 ： AY（フィンエアー＝フィンランド航空）・LCC(TuiFly 又は City Jet) 

※利用予定ホテル  ：  

ヘルシンキ   ：Scandic Simonkentta ストックホルム ：Scandic Jarva Krog キール：Steigenberger Conti Hansa 

みなと総研・クルーズ総合研究所 【2019 海外視察・研修】 
◆参加のお誘い◆ 

みなと総研・クルーズ総合研究所では、「2019 海外視察・研修」を企画立案致しました。2017 年実施の「カリブ海研修」、2018 年実施の「深圳・香港」に 

続いて、第三回目の海外視察・研修になります。なお、旅行企画実施・取扱は東武トップツアーズ株式会社に委託致します。 

◎主な視察・研修内容（予定）  ：  

☆ヘルシンキ：     ①クルーズターミナル視察   ②フェリーとクルーズの共存の実態視察 

☆トゥルク：        ①クルーズ船造船所視察（世界最大級クルーズ船を建造する、Meyer Turku 視察予定）   ②造船所とのミーティング   

③クルーズターミナル視察   ④SOx 規制対応バンカリングの実態視察     

⑤バルト海クルーズフェリー乗船（トゥルク⇒ストックホルム） 

☆ストックホルム：    ①クルーズターミナル視察   ②ストックホルム港での多島海クルーズ体験   

 ③ストックホルム観光関係者とミ-ティング（寄港地ショアエクスカーションと交通システムなど）   

☆キール：        ①キール運河視察およびミーティング   ②北欧クルーズ拠点に成長したキール港の実態視察 

  ☆ハンブルク：     ①クルーズターミナル視察 

造船所視察や様々なタイプのクルーズターミナル視察を予定しております。また、移動・宿泊・エンターテイメントなどがセットになった、バイキング 

ラインの客船に乗船し、バルト海クルーズを実体験して頂きます。SOx 規制の先行導入事例の実態も視察する予定です。ふるってご参加ください。 

一般財団法人みなと総合研究財団（みなと総研）・クルーズ総合研究所 



◆募集要項◆   
■旅行期間 ： 2019 年 9 月 1 日（日）～9 月 6 日（金）4 泊 6 日（ホテル 3 泊・船中 1 泊） 

■旅行代金 ： 大人 1 名様あたり 547,000 円 燃油サーチャージが含まれております。 

            燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分はありません。 

           旅行代金は、下記 ※内容を含む 1 名様の料金です。 

※ 宿泊ホテル・クルーズ船ともに 1 名様 1 室利用 

※ 乗船 ：ポートチャージ（港費）・船内チップ 

※ 航空機：エコノミークラス航空機利用 

（燃油サーチャージ、現地空港税、成田空港使用料、出国税、国際観光旅客税含む） 

※ ビジネスクラスをご希望される場合は追加代金：お大人 1 名様あたり 291,900 円  

  座席数に限りがありますので、ご希望の方は、お早めにお申し出ください。 

  なお、ご希望を承ってからの手配になりますので、手配時の時点で予約満席の場合があります。 

予めご了承ください。 

※ 日程に記載しています視察先は代金に含みます。視察先の詳細は確定次第ご連絡します。 

■募集人員 ： 20 名 

■食事条件 ： 朝食 4 回、昼食 4 回、夕食 4 回を含みます。 
（船内での食事を含みます。機内での食事を除きます。） 

■添乗員  ： 添乗員が同行します。他に、クルーズ総研スタッフが同行、案内します。 

■申込締切 ： 2019 年７月１9 日（金） 

■申込先  ： 東武トップツアーズ株式会社 国際事業推進部 担当（上野・竜野）までご連絡ください。 

■最少催行人員： 10 名（この人数に達しない場合、当ツアーの催行を中止することがあります。） 

■その他  ：  日本国籍の旅券を所持されている方（2019 年 6 月 1 日現在） 

          旅券：日程表に記載されている国へ訪問の際は、シェンゲン国の出国時に３ヶ月以上の残存日数が必要となります。 

          査証要否：  ３ヶ月未満の滞在は原則査証不要となります。  

          日本国籍でないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館・入国管理事務所にお問合せください。 

■申込方法  ： 別添の申込書に所定の事項を記載の上、E メールもしくは FAX にてご送付ください。 

          旅行条件書（全文）に記載されている内容を必ずご確認の上、お申込ください。 

なお お申込書ご送付後、5 日以内に条件書に記載されている申込金 \109,000 をお振込みください。 

振込先は別途ご案内致します。 

 ■申込書   ：旅行手配に必要な範囲内での個人情報の提供について、同意の上、東武トップツアーズ㈱へお申込ください。 

 

ご旅行条件(要約) ： 旅行条件書(全文)を別途送付致します。 
 

■募集型企画旅行契約 

本旅行は、東武トップツアーズ株式会社（東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー 観光庁⾧官登録旅行業  第 38 号。JATA 正会員。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（以下、「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行条件は、この旅行条件による他、当社の旅行

業約款によります。 

■取消料（お客様による旅行契約の解除） 

お客様はいつでも下記の取消料を払って旅行契約を解除することができます。 

 

■特別補償規程 

当社は、お客様が当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、生命または手荷物上に被った一定の損害について当社旅行業約款特別補償規程により、以下の金額の範囲に於い

て補償金又は見舞金を支払います。 ・死亡補償金：2,500 万円 ・入院見舞金：4 万～40 万円（入院日数による） ・通院見舞金：2 万～10 万円（通院日数による。通院日数 3 日以上） ・携行品損害補償金：お客様 1 名

につき３千円～15 万円(但し、補償対象品 1 個又は 1 対当たり 10 万円を限度) 
 

■衛生について 

渡航先の衛生状況については、厚生労働省(検疫感染症情報)ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。 

 

 

旅行契約解除の時期 取消料 旅行契約解除の時期 取消料 
 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

発日の 31 日前まで 

 

無料 
 

旅行出発日の前々日、前日、当日 
 

旅行代金の 50％ 

 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

30 日前～3 日前 

 

旅行代金の 20％ 

 

旅行開始後又は無連絡不参加 

 

旅行代金の 100％ 



■海外危険情報について 

渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。海外危険情報については、「外務省海外安全ページ：

hhtp://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。 

 

■海外旅行傷害保険への加入について 

海外に於いて病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費などが掛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・後遺障害などを担保するためお客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。 

 

■個人情報の取扱について。 

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書など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頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行に於いて運送・宿泊機関な

ど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きに必要な範囲で利用させて頂きます。 

 

■旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は、2019 年 6 月 1 日を基準としています。また、旅行代金は 2019 年 6 月 1 日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

視察に関する問い合わせ先：一般財団法人みなと総合研究財団・クルーズ総合研究所 

             〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-1-10 第 2 虎の門電気ビル 

cruisesouken@wave.or.jp 

TEL:03-5408-8294   FAX:03-5408-8741    

担当：藤田萬世・川端俊晴・檀之上ひろこ 

 

旅行企画実施・申込み先 ：東武トップツアーズ株式会社 国際事業推進部 

観光庁⾧官登録旅行業第 38 号 

                  （一般社団法人）日本旅行業協会(JATA）正会員   ボンド保証会員  

                 住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7−5−25 西新宿プライムスクエア 16F 

                 TEL:  03-5348-3895    FAX:  03-5348-2704 

                                  営業日： 平日 月曜～金曜 09：00  から 18：00 （土曜、日曜、祝日は休業） 

                 総合旅行業務取扱管理者： 国際事業推進部インバウンドセンター 向吉正美 

                 担当者： 上野誠冶・竜野靖洋 

                  

                                  募集承認番号： 客海１９−０５４ 

                  

 

申込み方法 ： 所定の申込書（別添）に必要事項をご記入の上、東武トップツアーズ(株)上野・竜野あてメ

ールまたは FAX でお申込みください。申込書送付の際にパスポートのコピーを 

添付してください。 

        メールアドレス：seiji_ueno@tobutoptours.co.jp 

                                yasuhiro_tatsuno@tobutoptours.co.jp 

        FAX 番号：03-5348-2704  

 

申込金：    お 1 人様につき お申込金 \109,000 をお振込みください。 

        銀行口座名、口座番号、振込先は別途ご通知致します。 

※上記の旅行代金に含まれるものは次の通りです。 

1.利用運送機関の運賃・料金：日程表に記載した航空機、船、バスなどの運賃・料金 

 燃油サーチャージ・成田空港使用料、現地空港税、出国税、国際観光旅客税を含みます 

2.視察料金： 日程表に記載した視察に伴う料金（通訳料など） 

3.宿泊料金： 日程表に記載した１名１室の宿泊料金および税・サービス料 

4.食事料金： 日程表に記載した食事料金および税・サービス料 

（朝食 4 回・昼食 4 回・夕食 4 回を含みます。航空機内での食事を除きます。） 

5.団体行動中の税・サービス料・チップ（船内でのチップを含みます。） 

※下記に例示する内容は旅行代金に含まれておりません。 

1.超過手荷物運搬料金（各種運送機関が定めた重量・容量・個数を超えるもの）

2.個人的性質の諸費用（クリーニング代、電話代、追加飲食代等） 

3.お土産および持込品に係る関税 

4.傷害・疾病に係る医療費 

5.渡航手続き費用 

6.航空機欠航補償 

7.海外旅行保険（任意保険） ※任意保険ですがご加入をお勧めします。 



(旅行条件) 本旅行条件書は、旅行業法第 12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第12条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項は、 

当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます. 

 

 

              

この旅行は東武トップツアーズ株式会社国際事業推進部（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（以下「旅行契約」といいま

す。）を締結することになります。旅行契約の内容、条件は、当パン

フレットの記載内容、本旅行条件書、確定書面（最終日程表）並びに

当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。 

１、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立                   

(1) 複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当該団体・グ 

ループにおける責任ある代表者（以下「契約責任者」といいます。） 

を定めた上で、当社にお申込みください。当社は、契約の締結・解 

除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、 

その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者と 

の間で行います。  

(2) 当社の定める方法によりお申し込み下さい。下記のお申込金は 

指定の方法により当社の定める日までにお支払下さい。申込金は、 

「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取 

り扱います。 (3) お申込みの時点では旅行契約は成立しておりませ 

ん。旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成立 

するものとします。(4) 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。 

15才未満の方は原則として同伴者の参加を条件とします。(5) 障が 

いのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客様など、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、必ず事前にお申 

し出ください。  

    お申込金：  １０９，０００            円 

２、旅行代金のお支払い                                

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日に 

あたる日以降の当社が定める日までにお支払いいただきます。 

３、渡航手続                                         

  現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査 

証取得等はお客様の責任で行なって下さい。（日本国籍以外の方は 

自国の領事館等にご自身でお問い合わせ下さい。） 

４、海外安全情報・保険衛生情報                       

渡航先の「海外安全情報」は、外務省海外安全ホームページ： 

http://www.anzen.mofa.go.jp/で、また衛生状況については、厚生 

労働省検疫所FORTH（ForTravelers’Helth）ホームページ： 

http://www.forth.go.jp/でご確認下さい。危険情報が発出されて 

いる場合は書面にてご案内します。 

５、旅行代金に含まれるもの                                                    

   旅行日程に明示された以下のものが含まれます。 

(1) 航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金〔運送機関の

課す付加運賃･料金（燃油サーチャージなど）を含みます。〕 

（2）各国空港税・出国税及びこれに類する諸税 （3）日本国内の空

港施設使用料 (2) 宿泊料金及び税･サービス料金 (3) 日本国内の

空港施設使用料 （4）宿泊料金1名1室及び税・サービス料金 （5）

食事料金及び通訳料金（バス等の料金、通訳ﾞ料金、入場料金等）、

送迎料金(お客様負担と表記してある場合を除く)(6) 手荷物運搬料

金(7) 団体行動中のチップ(8) 添乗員同行コースの添乗員同行費用  

＊上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻し

はいたしません 

６、旅行代金に含まれないもの                          

第５項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例

示します。 

(1) 超過手荷物料金・一部航空会社の受託手荷物運搬料金 (2) クリ

ーニング代、電話料、ホテルの従業員等に対するチップ、その他追加

飲食費等個人的性質の諸費用 (3) 渡航手続諸経費 (4) 運送機関の

課す付加運賃･料金（燃油サーチャージなど。付加運賃・料金の額が

変更された場合、不足分は追加徴収し、減額分は返金します。） (5) 

各国空港税・出国税及びこれに類する諸税 (6) 日本国内の空港施設

使用料 (7) ご自宅と集合･解散地間の交通費や宿泊費等 (8)オプシ

ョナルツアーの代金、等 

７、旅行内容・旅行代金の変更                                                                         

  (1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関

等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービ

スの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合においてやむ

を得ないときは、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。天

候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止又は遅

延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様の

負担となります。(2) お申込み頂いた人数の一部を取消される場合は

契約条件の変更となります。実際にご参加頂くお客様の旅行代金が変

更となる場合がありますのであらかじめご了承下さい。 

８、旅行契約の解除                                                                               

(1) お客様は、右記取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅 

行契約を解除することができます。なお、旅行契約の解除期日とは、 

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時を 

基準とします。また、当社は当社旅行業約款の規定に基づき、旅行 

開始前及び旅行開始後であっても、お客様との旅行契約を解除する 

ことがあります。 

(2) お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合、 

また、申込人数から一部の人数を取消される場合も、右記取消料の 

対象となります。 

(3) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、旅行の実施を中止 

します。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23 

日目（ピーク時に旅行を開始するものについては33日目）に当たる

日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 

【本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース並びに本邦外を

出発地及び到着地とするコースの取消料】 

旅行契約の解除期日 取 消 料 

旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前
日から起算してさかのぼって４０日目にあた
る日以降３１日目にあたる日まで 

旅行代金の

１０％ 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
３０日目にあたる日以降３日目にあたる日ま
で 

旅行代金の
２０％ 

旅行開始日の前々日から当日まで 
旅行代金の
５０％ 

旅行開始後又は無連絡不参加の場合 
旅行代金の
１００％ 

  ◆「ピーク時」：12月20日から1月7日まで、4月27日から5月

6日まで、及び7月20日から8月31日まで。 

 

９、旅程管理及び添乗員等の業務                                         

(1) 添乗員の同行の有無はパンフレット等の契約書面に明示します。

(2) 添乗員が同行するコースにあっては添乗員が、また添乗員が同行

しない旅行にあっては現地係員が、旅程管理業務その他当社が必要と

認める業務を行います。 

１０、当社の責任及び免責事項                                     

(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損 

害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害 

については、21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、   

お１人様15万円を限度として賠償します。（当社に故意又は重大な 

過失がある場合を除きます。）(2) お客様が、次のような当社の関 

与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き

当社は責任を負いません。 

①天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令等又はこれらによる日

程の変更や旅行の中止 ②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止等

又はこれらによる日程の変更や旅行の中止 ③自由行動中の事故 ④

食中毒 ⑤盗難 ⑥運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変

更又はこれらによる日程の変更や目的地滞在時間の短縮 

１１、旅程保証                                       

(1) 当社は契約書面及び確定書面に記載した契約内容のうち、次の 

①～⑨にあたる重要な変更が生じた場合は、旅行代金に1～5％の所 

定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、1旅行契約に 

つき合計15%を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のときは 

お支払いいたしません。                 

①旅行開始日又は旅行終了日 ②入場する観光地又は観光施設、レス

トラン、その他の旅行目的地 ③運送機関の等級又は設備のより低い

料金のものへの変更 ④運送機関の種類又は会社名 ⑤本邦内の出発

空港又は帰着空港の異なる便への変更 ⑥直行便から乗継便又は経由

便への変更 ⑦宿泊機関の種類又は名称 ⑧宿泊機関の客室の種類、設

備、景観その他の客室の条件 ⑨前各号に掲げる変更のうちツアータ

イトル中に記載があった事項 

(2) ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 

 ①次に掲げる事由による変更の場合（ただし、サービス提供機関 

  の予約超過による変更の場合を除きます。） 

    ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変  イ．戦乱 ウ．

暴動 エ．官公署の命令 オ．欠航、不通、休業等運送・宿泊機

関等のサービス提供の中止 カ．遅延、運送スケジュールの変更

等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ．旅行参加

者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置 

②契約書面･確定書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順 

 序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供

を受けることができた場合。 

(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払い 

に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービ 

スの提供をもって補償を行うことがあります。 

１２、特別補償                                       

  当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が急激かつ 

偶然の外来の事故により旅行中にその身体又は荷物に被られた一定 

の損害について、補償金及び見舞金を支払います。 

１３、お客様の責任                                     

(1) お客様の故意又は過失、法令違反、当社の旅行業約款の規定を守

らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、お客様から損害の

賠償を申し受けます。(2) お客様は、当社から提供される情報 

を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に

努めなければなりません。(3)  旅行開始後に、パンフレット等に記

載された内容と実際のサービス内容が異なると認識した場合、旅行中

に事故などが発生した場合は、旅行地において速やかに当社、手配代

行者又は旅行サービス提供機関にお申し出下さい。 

１４、個人情報の取扱い                                

（１）当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人

情報につきまして、お客様との連絡、お申込みいただいた旅行の手配

と旅行サービスの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を

担保する保険手続のために利用させていただくほか、お客様への商品

やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、

お客様のお買い物の便宜、データ処理、旅行参加時におけるご案内な

どのために利用させていただきます。（２）当社は、本項（１）の利

用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当社と契約を締結して

いる運送・宿泊機関、保険会社、免税品店などの土産物店、当社が旅

行手配を委託している手配代行者、当社募集型企画旅行販売委託会社

あるいはデータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、お客様

の氏名、パスポート番号ならびに搭乗される航空便名等、年令、性別、

住所、電話番号、国籍等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信

する等の方法により提供させていただきます。また、事故等の発生に

関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他官公署

からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。（３）

当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内

連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客

様に傷病等があった場合において、国内連絡先の方に連絡の必要があ

ると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連

絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方

の同意を得るものとします。（４）申込書、参加者名簿、お伺い書等

の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支

障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。 お申

込みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意い

ただくものとします。（５）個人情報の利用目的の通知、個人情報の

開示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情

報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、取扱事業所

へお申出ください。なお、個人情報管理責任者は当社コンプライアン

ス室長となります。 

１５、お客様の交替                                                             

お客様は、当社が承諾した場合、契約上の地位を別の方に譲り渡す

ことができますが、交替に要する手数料としてお1人様10,000円(消

費税別)を頂きます。また、既に航空券を発券している場合は、別途

発行替えに関わる費用（旅行地・航空会社により異なります。）を申

し受けます。なお、発行替えに伴い航空運賃に差額が生じるときは併

せてその差額もお客様の負担とします。 

１６、その他                                          

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。  

(2)お申込みの際は、ご旅行に使用するパスポートに記載されている

とおりのローマ字綴りで正確に氏名を記入して下さい。お客様の氏名

及び性別の訂正、大人・こども・幼児の年齢区分の訂正、その他お客

様の都合による変更が発生した場合は、航空券の発行替え、関係する

機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、第15項

のお客様の交替手数料に準じた手数料を頂きます。なお、既に航空券

を発券している場合には、別途発行替えに関わる費用（旅行地・航空

会社により異なります。）を申し受けるほか、発行替えに伴い航空運

賃に差額が生じるときは、併せてその差額もお客様の負担とします。

また、運送・宿泊機関の事情により氏名の訂正が認められないときは、

旅行契約を解除頂く場合もあります。この場合には、第8項 (1)の当

社所定の取消料を頂きます。(3) お客様の便宜 

をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際 

しましては、お客様の責任でご購入下さい。 (4) 当社はお客様が暴 

力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明 

したときは、お申込をお断りする、あるいは旅行契約を解除するこ 

とがあります。(5) この旅行条件・旅行代金の基準日は2019 年 6  

月 1  日現在です。 

●お申込み・お問合わせは    
【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第38号 

                  
 
国際事業推進部 インバウンドセンター 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7－5－25 

西新宿プライムスクエアビルディング16階 

電話番号   03－5348－3895   ＦＡＸ番号 03－5348－2704 

営業日・営業時間 平日（土日祝日休業）09：00~18：00     

一般社団法人日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員 

 総合旅行業務取扱管理者： 向吉正美 

 

 

                     （201804版）                

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の

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、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねくだ

さい。 （201804版）   




