トライアングル ＪＡＰＡＮ ファイナル
宿泊及びウェルカムパーティーお申込み手続きのご案内
「トライアングル ＪＡＰＡＮ ファイナル」の開催にあたり、ご出席されます皆様方の宿泊のお世話を
弊社にてお取扱させていただくことになりました。どうぞご利用賜りますようお願い申し上げます。
JTB 中国四国岡山支店
●ご宿泊のご案内
＜ご宿泊日： ２０１
２０ １ ６ 年 1 １月５
１月 ５ 日（土） ＞
宿泊パック①
宿泊パック②
砺波ロイヤルホテル
洋室（ツイン・トリプル）
和洋室
（２・３名利用）
（４・５名利用）
大人（中学生以上）
子供（小学生）
幼児（4
幼児（ 4 歳以上・寝具あり）
幼児
（ 4 歳以上・小学生未満）
寝具なし・お食事のみ

17,100 円

17,100 円

11,600 円

11,600 円

2,030 円

2,030 円

※幼児の方でも寝具が必要な場合は、子供料金となります。
※幼児の方 でも寝具が必要な場合は、子供料金となります。
※ 4 歳未満のお子様は無料です。（寝具なし）
※募集型企画旅行契約となります。
●ウェルカムパーティのご案内
＜パーティ開催日： ２０１６年 1 １月５日（土） ＞
ウェルカムパーティ
砺波ロイヤルホテル
参加のみ③
大人（中学生以上）

10,500 円

子供（小学生）

5,800 円

幼児（４歳以上小学生未満）

2,030 円

※ ウェルカムパーティ
ウェルカムパー ティのお
ティ のお手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより、宿泊とは異な
のお 手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより、宿泊とは異な
る 取消料を適用させていただきます。

Ａ．お申込方法
1） 表示の料金は、1
1 泊夕食付（③
泊夕食付 （③は宿泊無し夕食のみ）
（③ は宿泊無し夕食のみ）、消費税・サービス料込のお一人様料金です。
、消費税・サービス料込のお一人様料金です
2） 最少催行人員：ツインルーム 2 名様、トリプルルーム 3 名様、和洋室 4 名様
3） 上記、プランには添乗員は同行いたしません。各宿泊施設でのチェックイン手続きは
お客様ご自身でおこなっていただきます。
4） 個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご清算願います。
5）お申込は専用の申込用紙にて郵送もしくは FAX にて、JTB 中国四国岡山支店にお申込ください。
申込用紙の宿泊・ウェルカムパーティ欄に○印をお付けください。
ご登録いただきました個人情報に関しましては㈱ＪＴＢ中国四国が運営業務をサポートするイベン
ト・コンベンションに係る目的以外での利用は行いません。個人情報の管理には当社個人情報保護方
針にもとづき適切な体制で臨んでおります。FAX を送信される際はくれぐれも誤送信等、ご注意くだ
さい。あわせてお手数ですが、FAX の着信確認のご連絡をお願いいたします。
6）部屋数には限りがございますので、お申し込みはお早めにお願い申し上げます。
また、必ずしもご希望の部屋タイプになるとは限りません。相部屋の可能性もございますので、
あらかじめご了承ください。
※ 申込締切日：20
申込締切日： 2016
20 16 年 10 月 26 日（水）
日（水 ） 先着順となりますのでお早めにお申込みください。

Ｂ．お支払方法
1） お申込受付後予約が確定次第、請求書をお送り致します。
2） 銀行振込またはクレジットカードでのお支払いが可能です。
3） 銀行振込でのお支払いをご希望の方は、請求書に記載しておりますお振込先へ、期日までにご入金
ください。
4） クレジットカードでのお支払いをご希望の方は、請求書のご金額をご確認の上、ＪＴＢ中国四国
岡山支店にお電話ください。お手続きをさせていただきます。
Ｃ．お申込事項の変更・取消について
1） 別紙「変更・取消シート」に
「変更・取消シート」に変更前の内容と変更後の内容をもれなくご記入の上、ＦＡＸも
ＦＡＸもしくは
「変更・取消シート」に
ＦＡＸも しくは
郵送にて JTB 中国四国岡山支店宛にお送りください。
お電話での変更及び取消のご連絡はお受けできませんのであらかじめご了承ください。
なお、弊社営業時間外のご連絡は、翌営業日受付扱いとさせていただきますのでご了承下さい。
2） JTB 中国四国岡山支店へのご連絡のない取消・変更については一切ご返金いたしませんのでご了承
ください。取消・変更によるご返金は、大会終了後となります。
※

宿泊申し込みの方（①・②）
名様につき）
宿泊申し込みの方 （①・②）の
（①・②） の 取消料（1
取消料
取消区分

①
②
③

取消料

15 日前までの取消
① 以降 14～2 日前までの取消

無料
旅行代金の 20％

② 以降前日までの取消

旅行代金の 40％

④

旅行開始当日の取消(⑤に掲げる場合を除く)

旅行代金の 50％

⑤

旅行開始後の取消または無連絡・不参加

旅行代金の 100％

※

ウェルカムパーティーのみ参加の方（③）の
名様につき）
ウェルカムパーティーのみ参加の方（③） の 取消料（1
取消料
解除の日

取消料（お１人様）

1．前日 16：00 までの解除

無料
代金の 100％

2．上記１．以降、当日の解除および無連絡

◇申込書送付先・お申込に関するお問い合わせ◇
〒700－0822

岡山市北区表町１－７－３６

JTB 中国四国岡山支店『トライアングル
TEL：086-232-7278
担当：鷲崎・高橋

FAX：086-223-7759

ＪＡＰＡＮ

営業時間：月～金

総合旅行業務取扱管理者：北向

ファイナル』係

09:30～17:30（休業日：土、日、祝日）

健司

※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責任者です。ご旅行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下さい。

観光庁長官登録旅行業第１７６９号
広島市中区紙屋町 2-1-22
〒730-0031

旅行条件書(
旅行条件書(要約)
要約)
詳 しい旅行条件
しい 旅行条件を
旅行条件 を 記載した
記載 した書面
した 書面をお
書面 をお渡
をお 渡 ししますので、
ししますので 、 事前に
事前 に 内容をご
内容 をご確認
をご 確認の
確認 の 上 お 申 し 込 みください。
みください 。
ご旅行中に受けられたサービスが出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社及び当社現地代行サービス提供者にお申出下さい。
○募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱ＪＴＢ中国四国(広島県広島市中区紙屋町 2-1-22 観光庁長官登録旅行業第 1769 号 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契約を締結することになります。
ご旅行条件は、各プランごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡し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旅行契約成立時期
所定の申込書にご記入いただき、郵送又はＦＡＸにてお申込みください。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに
成立するものといたします。
○旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
○旅行内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、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、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得
ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、
旅行サービスを変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
○旅行代金の変更
前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等
の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変故憂さ額だけ旅行代金を変更します。
○当社による旅行契約の解除及び催行中止
(１)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する
額の違約料をお支払い頂きます。
(2)次の各一に該当する場合は当社は旅行契約を解除することがあります
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
②お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
③お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
④お客様の人数が契約書面に委細した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目
にあたる日より前(日帰り旅行の場合は３日目にあたる日よる前)に旅行中止の通知をいたします。
⑤天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において、契
約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
○旅行代金に含まれるもの
各旅行日程(プラン)に明示した運輸機関の運賃料金(注釈の無いものは、エコノミークラス)、宿泊費(宿泊プラン)、食事代及び消費税等諸
税。
○前項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、電話電報料、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金、ご自宅から発着地までの交通費。
○当社の責任及び免責
当社は旅行契約履行にあたって当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
手荷物について生じた本項(１)の損害については同項の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して１４日以内に当社に対して通知があった
ときに限り、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く)として賠償します。
○特別補償
当社は当社または当社が手配代行させた者の故意又は過失の有無に関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、生命または手荷物に被った一定の損害ついて、以下の金額の範囲
において、補償金また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 15 万円まで(お一人様につき。ただし補償対象品１個あたり 10 万円を限度とします)
○個人情報の取扱について
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頂くほか、
お客様がお申込頂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。なお、このたびの個人情報は、ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ運営事務局にも提供させて頂きます。
○この旅行条件は 2016 年 9 月 1 日を基準としております。又旅行代金は 2016 年 9 月 1 日現在の有効な運賃･規則を基準として算出してい
ます。
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