モニターツアー参加申し込みについて
申込期間：各ツアー実施日の 3 日前まで

※申込先着順となります。

出発日

10 月 14 日 （土）

10 月 15 日 （日）

11 月 18 日 （土）

申込締切日

10 月 11 日（水）

10 月 12 日（木）

11 月 15 日（水）

11 月 19 日 （日）

10 月 16 日（木）

対象：18 歳以上の方で下記モニター条件に同意いただける方。 ※18 歳未満の方は保護者同伴であれば参加可能です。保護者代表にてお申込お願いします。
条件：ツアー終了時のアンケート記載及び、アカウントをお持ちの方はロケ地の様子等を
ＳＮＳ等での発信をお願いします。
募集人員：各日程 30 名 最少催行人員：15 名
集合場所：ＪＲ高田駅 旅行代金：5,000 円 添乗員：全行程同行
申込方法：電話、またはＥ-mail にて受付 使用バス会社：奈良観光バスまたは奈良交通
ご入金：請求書記載期日までにご入金お願いします。
旅行代金に含まれるもの：集合場所から見学地までの交通費、行程表に記載の食事、入場料、お土産。
旅行代金に含まれないもの：自宅～集合場所までの往復交通費・行程表に記載のない食事。
※確定書面（最終日程表）の交付
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称が記載された確定書面（最終日程表）は旅行開始の前日から起算してさかのぼって１１日目に当たる前までに交付いたします。
ただし旅行開始日の前日から起算しさかのぼって７日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。
また交付期日前であってもお問い合わせ頂ければ当社は手配状況についてご説明いたします。

お申込先：FAX：0742-27-3274
ご氏名

E-Mail：yuriko_sumi@nta.co.jp

ご住所（〒

電話番号

-

日本旅行

角宛

）
性別

メールアドレス

年齢

下記、個人情報の取扱に同意の上申し込みます。

日程

行程表（内容）

ロケ地見学
道の駅
どんづる峯 ＝＝ かつらぎ ＝＝
13：40
15：00

解散
JR 香芝駅
17：00

ロケ地見学
ロケ地見学 ロケ地見学
（共通）昼食 ＝＝ 葛城山頂 ＝＝ 鴨都波神社 ＝＝ 天神社 ＝＝
（共通）
（共通）
13：30
14：30
16：20
ロケ地見学
集合
映画上映会
JR 高田駅 ＝＝ 広陵町図書館 ＝＝ 香芝「味苑」 ロケ地見学
ロケ地見学 ロケ地見学
12：00
＝＝ 當麻寺
＝＝ 當麻山口神社 ＝＝ 天神社 ＝＝
9：00
9：30
16：20
13：40
14：10

解散
JR 高田駅
17：00

ロケ地見学 ロケ地見学
郵便名柄館 ＝＝ 天神社 ＝＝
16：20
14：10

解散
JR 高田駅
17：00

ロケ地見学

＝＝ 讃岐神社

10 月 14 日（土）
10 月 15 日（日）
11 月 18 日（土）

食事

※内容については変更となる場合がございます。

13：00

ロケ地見学

11 月 19 日（日）

＝＝

＝＝ 一言主神社 ＝＝

13：40

解散
JR 高田駅
17：00

朝：昼：〇
夕：-

この計画書は、作成日平成 29 年 9 月 4 日現在のスケジュールです。運輸機関ダイヤ改正、各地の道路状況により、多少行程・時間が変更になる場合があります。
記入例 ： バス == 徒歩 ･･お客様の安全確保の為にバス走行中は常にシートベルトを着用願います。添乗員同行の場合は労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を
適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。
当パンフレットは旅行業法第 12 条の４に定める取引条件の説明書類及び
同法第 12 条の５に定める契約書面の一部となります。 当旅行は㈱日本
旅行奈良支店 ( 以下当社という ) が企画 ・ 実施する旅行であり当旅行に
参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結する事になります。
●お申込方法と契約の成立 :①当社所定の申込書に必要事項をご記入の
上お一人様につき５000 円の申込金を添えてお申込み下さい。 お申込金
は旅行代金 ・ 取消料 ・ 違約料の一部又は全部に組入れます。②契約は
当社が旅行締結を承認し申込金を受理した時に成立します。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前日から起算して 15 日目
に当たる日よりも前にお支払い頂きます。
●旅行中止の場合 : ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行
人員に満たない場合、 当社は旅行催行を中止する場合があります。 この
場合、旅行開始日前日から起算して 13 日目に当たる日より前にご連絡し、
お預かりしている旅行代金全額をお返し致します。
●旅行代金に含まれるもの含まれないもの : パンフレットに記載された日程
に明示した交通費、 宿泊費、 食事代、 入場料、 消費税、 添乗員同行
費用が含まれます。 旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人
的性質諸費用は含まれません。

旅行企画・実施

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申込ください。
●取消料 : お客様は次の取消料をお支払い頂く事により旅行契約を解除す
ることができます。 なお取消日とは当社の営業日 ・ 営業時間内に解除する
旨をお申出頂いた日とします。 旅行開始日前日からさかのぼって
①11 日目前まで－－－－－－－－－－－－－－無料
②8 日前まで－－－－－－－－－－－－－－ － 旅行代金の 20％
③２日前まで－－－－－－－－－ － － － － －－旅行代金の 30％
④旅行開始日前日－－－－－－－－－－－－－旅行代金の 40％
⑤旅行開始日当日－－－－－－－－－－－－－旅行代金の 50％
⑥無連絡不参加 ・⑦旅行開始後－－－－－－－ －旅行代金の全額
●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。①天災地変 ・ 気象条件 ・ 暴動又はこれらのために
生ずる旅行日程変更若しくは旅行中止。②運送 ・ 宿泊機関の事故若しくは
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。③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
目的地変更 ・ 滞在時間の短縮。
●特別補償 : お客様が主催旅行参加中に生命 ・ 身体又は手荷物に被られ
た一定の損害について当社の故意 ・ 過失の有無に関らず特別補償規定に
定めるところにより補償金又は見舞金をお支払いします。

観光庁長官登録旅行業第 2 号

株式会社 日本旅行
〒630-8236 奈良県奈良市下三条町 10-1
総合旅行業務取扱管理者／水津 敏彦

末廣ビル 4 階

奈良支店

●旅程補償 : 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。
●個人情報旅行の取扱い :①当社は旅行申込みの際にご提供頂いた個
人情報についてお客様との連絡や運送、 宿泊機関等の手配及びそれら
のサービスの受領のために必要な範囲内で利用させて頂きます。②当
社、 当社グループ会社及び販売店では、⑴取扱う商品、 サービス等の
ご案内、⑵ご意見、 ご感想の提供 ・ アンケートのお願い、⑶統計資料の
作成、 にお客様の個人情報を利用させて頂く事があります。③この他当
社の個人情報の取扱いに関する方針等についてはホームページ
(http:www.nta.co.jp) でご確認下さい。
●当パンフレットに記載されている旅行日程の旅行代金は 2017 年９月１
日現在を基準としています。
●旅行保険 : 当社は安心してご旅行して頂く為お客様ご自身で旅行保
険に加入されることをお勧めしています。

西日本 17 ー 186

【営業日・営業時間】
月〜金／ 10:00 〜 18:00
土日祝／定休日

【お問合せ・お申込み】

担当：角・神林

電話：0742-26-7225
FAX：0742-27-3274

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・営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に際し、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。

