１．この旅行はGo To トラベル事業の支援対象です。
２．旅行代金からGo To トラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
９月１日以降の当社が定める日以降に出発される旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
３．給付金の受領について… 国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、
お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。
なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGoToトラベル事務局による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。

■チェックイン：14時／■チェックアウト：10時
【和室】10畳／定員2～5名
1泊2食 ＜夕＞和食／食事処
＜朝＞和食／食事処★

＜夕食：お品書き・一例＞
ふぐ・伊勢海老コース：てっさ・伊勢海老ほうろく焼・ふぐ魚醤焼き・平貝ｽﾃｰｷがメインのコースです
※漁・仕入れ状況等により内容が異なる場合がございます。
★朝食は状況をみてバイキングに変更される場合がございます。

◆特典◆ ※幼児は対象外
【①多幸饅頭プレゼント！ 】
【②夕食時､お一人様ドリンク1杯サービス 】
ひれ酒、生ビール、ハイボール、
焼酎(水割り、お湯割り、炭酸割)、
ソフトドリンク(ウーロン茶､コーラ等)

■チェックイン：14:30／■チェックアウト：10時
【和洋室禁煙】ベッド2台 風呂なし(16畳／定員2～4名)
1泊2食 ＜夕＞和食／食事処
＜夕食：お品書き・一例＞
＜朝＞和食／食事処
鶴福コース：
食前酒、前菜３品（もずく酢、煮こごり、タコの燻製マリネ）、茹でタコ、てっさ鶴盛り、
てっぴ盛り合わせ（皮の湯引き）、旬の一品（お造り、煮魚など）、白子料理（焼き白子または白子蒸し餡かけ）
唐揚げ、トラフグ魚醤焼き、ふぐ寿司（炙り握り、白子軍艦）、てっちり鍋、雑炊、香の物、デザート
※漁・仕入れ状況等により内容が異なる場合がございます。
※白子料理は時期的に12月以降となる事がありますので、その場合は別の料理と差し替えとなりますのでご了承ください。
◆特典◆

※幼児は対象外

【夕食時､お一人様ドリンク1杯サービス 】 生ビール、ハイボール、焼酎(麦/芋)､ 日本酒、酎ハイ、ソフトドリンク

必ずお読みください。

お申込のご案内

お申込いただく前に下記事項および各プランの掲載内容を必ずご確認の上お申込下さい。

お申込いただく前に、この頁と各コースのご案内とご注意を必ずお読みください。
お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき､事前に内容をご確認の上お申込下さい。

お申込みのご案内
■このパンフレットに記載のプランはすべて『個人型プラン』です
添乗員・現地係員は同行しません。ご旅行に必要な最終旅程表をお渡ししますので、旅行中の手続きはお客様自身で
行ってください。
●最少催行人員：各宿泊施設欄記載の定員の最低人員が最少催行人員となります。（最少受付人員：おとな 2 名以上を
含む大人のご利用人員となります。［幼児は人数に含まれません］）※一部異なるプランがあります。詳しくは各宿泊施設
欄をご覧ください。※１室おとな１名＋こども１名でお申し込みの場合のこども旅行代金は、宿泊のみではおとなと同額と
なります（異なる場合はその旨を明記しています）。※お客様都合による取消で最少受付人員未満となる場合は全員取
消、又は権利放棄（最少受付人員分は払戻しなし）でお受けできる場合もあります。詳しくは販売店係員にお問い合わせ
ください。●旅行代金：出発日、ご利用人数、日程、食事条件、食事内容により異なります。●「休前日＝祝祭日の前日
と土曜日」「休日＝休前日以外の日曜日と祝祭日」「平日＝休前日・休日以外の月～金曜日」「平休日＝平日と休日」を
意味します。●「滞在期間中とは、チェックイン後～チェックアウトまでの間を指します。●ご旅行中にお客様の都合で使
用されなかった切符やクーポン類の払戻しは一切できませんので予めご了承ください。●食事条件は旅行代金の中に
含まれている食事を表示しています。※旅館の食事は「バイキング」と記載がない場合はセットメニューでのご用意となり
ます。●お申込締切日について：出発日の 7 日前までお申込できます。※但し、店舗休業日などにより異なる場合があり
ます。
［行程（宿泊プラン）］ ※日間賀島港⇔宿泊箇所間は、宿泊箇所が送迎致します。
１日目 自宅又は前泊箇所･････（お客様ご負担）･････片名港
～～＜海上タクシー＞～～ 日間賀島港・・・・・・宿泊箇所
２日目 宿泊箇所・・・・・・日間賀島港～～＜海上タクシー＞～～片名港
･････（お客様ご負担）･････自宅又は後泊箇所
こども料金について
１．旅館はお食事の内容によりこどもＡ・こどもＢの２種類の旅行代金に分かれます。こどもＡ：おとなに準じた（数品少な
い程度の）お食事および寝具の使用 こどもＢ：こども用のお食事および寝具の使用※食事内容がバイキングの場合、大
人と同じ食事内容となります。※一部宿泊施設（ホテルタイプなど）で、おとな・こども同額やＡ・Ｂパターンに区別できない
施設もあります。その場合、各宿泊施設欄のこどもに関する記載は“こどもＡ”と表記しています。２．こども旅行代金適用
年齢について。こども旅行代金は小学生（旅行開始日当日を基準）の方に適用となります。※適用年齢が異なる場合、
その旨を各宿泊施設欄に明記しています。（宿泊日基準の年齢）。※未就学児で宿泊施設でのお食事が必要な場合な
どは、こども旅行代金をご利用いただくこともできます。
幼児料金について
当パンフレットでは、子供旅行代金を適用しない幼児の方で、家具や食事を必要とされない場合、幼児料金が適用され
ます。※添い寝のお子様は原則正ベッド１台につきおひとりとなります。１室あたりの幼児利用可能人数は宿泊施設によ
り異なります。詳しくは販売店係員にお問い合わせください。※布団不要のため「定員」としては数えない“添い寝”のお
子様の人数によっては、「消防法」等各種法令による法定定員を超えてしまうことが稀にあります。その際は、いったん成
立したご予約であっても、各施設からご利用部屋数の変更等の依頼がある場合場あります。※アメニティなどのご提供は
ありません。
温泉（鉱石含む）について
●お客様が快適にご入浴いただけるように適切な温度・成分となるよう加水・加温などをしている場合があります。●浴槽
が多数ある宿泊施設の場合、ご入浴をより楽しんでいただけるように、入浴剤を使用する場合があります（例：ワイン風呂、
酒風呂、薬湯など）。●安心してご入浴いただけるように、殺菌消毒をしている宿泊施設もあります（厚生労働省告知を遵
守した消毒を行っており、加水・加温・循環ろ過・入浴剤のいずれも行っていない場合は「厳選 100％」の表示をしていま
す。
宿泊税について
旅行代金とは別に「宿泊税」が必要となる地域があります。金額は、お客様おひとり１泊あたり目安として 100 円～1,000
円の範囲となります。詳細は各自治体ホームページ等でご確認ください。
宿泊についてのご注意
送迎について●最寄りの駅・バス停等～各宿泊施設間の送迎は時間やご利用人数により対応できない場合があります。
申し込みが必要な場合は送迎のできる区間・時間については各宿泊施設に電話にてご確認ください。送迎は弊社の取
り扱いには含まれません。お客様自身でご確認ください。プランの選択について●客室・食事条件・食事内容などの選
択は特に記載のない限り、グループでの選択となります。おひとり毎の選択はできません。客室について●特に記載のな
い限り、客室は風呂・トイレ付です。●宿泊施設の客室が洋室の場合、ご利用人数によってはソファーベッド又は、エキス
トラベッド使用となる場合があります。販売店係員へお問い合わせください。スタジオツインは、シングルベッド＋エキスト
ラベッドのご利用となります。パンフレットに掲載されている客室の写真は一例となり、実際には異なる場合があります。特
に指定のない限り、禁煙・喫煙の確約はしていません。●和洋室の場合、特に記載のない限り 1 室に「正ベッド」は 2 台で
す。●ダブルベッドルームの場合、ベッド 2 台をつなぎあわせてベッドメイキングする場合もあります。●避暑地等、一部
の宿泊施設ではお部屋に冷房設備のない場合があります。●客室情報の表示における、禁煙・喫煙ルームなどに関す
る記載については下記となります。禁煙…禁煙ルームの指定ができます。／喫煙…喫煙ルームの指定ができます。（禁
煙・喫煙の）記載なし…禁煙・喫煙ルームの指定はできません。※禁煙・喫煙ルームのご希望はリクエストとなります。販
売店係員にお申し出ください。但し、室数に限りがあるため、対応できない場合があります。●「露天風呂付」とは、外気
に触れることができ、開放感のある屋外にあるお風呂がついているお部屋です。※但し、構造上、天井や側面に壁があ
る場合があります。また、天候（厳冬期・荒天時）やお客様の希望により密閉することが可能な造りになっている場合があ
ります。食事について●連泊の場合、2 泊目以降の食事内容はパンフレット記載内容と異なる場合があります。●食事場
所・内容は、1 室の入室人員毎の対応について記載。食事場所・内容が複数あり、確定されていない場合は、特に記載
がない限り選択はできません。また、複数客室でご予約のグループは、人員及び室数により記載の場所と異なることがあ
ります。●食物アレルギーに関しては必ずお申込時に販売店係員にお申し出ください。ご旅行中は、厳密な「アレルギー
物質除去食」の提供はできません。アレルギー対応で追加代金が発生する場合、現地払いとなります。料理写真につい
て●季節・仕入等の都合により料理内容・器が変更となる場合があります。風呂の利用時間について●宿泊施設によっ
ては大浴場・露天風呂などが清掃などにより、チェックインタイム後、チェックアウトタイム前でもご利用できない場合があり
ます（特に 9:00～13:00）。ご到着時間について●宿泊施設へのご到着予定時刻を販売店係員にお申し出ください。車
いすご利用のお客様、身体障害者補助犬について●ご利用のお客様は必ずお申込時に販売店係員にお申し出くださ
い。
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・措置が必要になる場合があります。詳細は、
「旅行条件書」の「お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある場合は、ご相談させていた
だきますので、必ずお申出ください。
その他ご注意
●各ページに記載されている宿泊施設や入場施設の情報は、営業時間、食事場所・内容・時間、入浴場所・時間、プー
ル営業・時間等が予告なく変更となったり、サービスの提供が中止となる場合があります。また、指定された列車・便の運
休などにより、列車・便の変更や行程の変更が行われる場合があります。●天候などの諸条件により、記載の観光内容が
ご覧いただけない場合があります。●掲載のイベントは特に記載のない限り 2020 年 8 月現在の予定となります。内容など
は変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。●祭り・花火・マラソンなどのイベントが開催される際、現地
にて公共交通機関の運行が制限される場合があります。●「国内旅行総合保険」をおすすめします。販売店係員にお尋
ねください（一部お取り扱いできない販売店があります）●写真はイメージです。花・飲料などの装飾は付きません。あら
かじめご了承ください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は(株)アクト・ユートラベル（愛知県名古屋市中区錦 3-5-28 錦サンライズビル 3F 観光庁長官登録旅行業第
1102 号。以下「当社」という。）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」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書
（全文）、出発前にお渡しする最終旅程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画契約の部によります。なお、
当パンフレットに記載された旅行条件と別途お渡しする旅行条件書（全文）に記載された条件との相違がある場合は、当
パンフレット記載の旅行条件が適用されます。
●旅行のお申込および契約成立時期
(1)所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払
いの際差し引かせていただきます。(2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合、当社らの予約を承諾
する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきま
す。(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様
に到達したときに成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合でも、通信契約によ
って契約を成立させるときは、右記●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件(1)の定めにより契約が成立します。
(5)お申込金（おひとり）
旅行代金
お申込金
旅行代金
お申込金
6 千円未満
旅行代金の 20%
10 万円未満
20,000 円
3 万円未満
6,000 円
15 万円未満
30,000 円
6 万円未満
12,000 円
15 万円以上
旅行代金の 20%
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日よりも前（お申込が間際の場合は当社が指定する期
日までに）お支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行
代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出が
ない限り、お客様の承諾日といたします。
●取消料
(1)旅行契約成立後お客様の都合で契約を解除されるときは次の金額を取消料として申し受けます。
契約解除の日
取消料（おひとり様）
1) 6 日目にあたる日以前の解除
無料
取消人員 14 名以下の場合
無料
2) 5 日目にあたる日以降の解除
旅行開始
（3～5 を除く）
取消人員 15 名以上の場合
日の前日
旅行代金の 20%
から起算し
3) 3 日目にあたる日以降の解除
旅行代金の 20%
てさかのぼ
（4～5 を除く）
って
4) 当日の解除（5 を除く）
旅行代金の 50%
5) 旅行開始後の解除または
旅行代金の 100%
無連絡不参加
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）、宿泊代金、食事代、入場料・拝観料等及
び消費税諸税（一部注釈のあるコースにおける宿泊税を含みます）。これらの費用は、お客様の都合により一部利用され
なくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費などの諸費用および個人的費用は含みません。）
●特別補償（抜粋）
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意また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
上に被った一定の損害について、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。また、手荷物の損
害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあ
ります。
・死亡保証金：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：お客様 1 名につき 15 万円(但し、補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします)
●お客様の責任(抜粋)
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異な
る旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員､斡旋員､現地ガイド､当該旅
行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社らは、社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社(以下「会員」という)より「会員の署名なくして旅行代金や
取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」という）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で
異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取り扱いできるカードの種類も受託旅行業者
により異なります。)(1)通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した
ときに成立するものとします。(2)「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日をいいま
す。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」とします。(ただ
し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解
除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をカード利用日として払い戻しします。(3)与信等の理由により会員のお申し出
のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受け
ます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いを頂いた場合はこの限りではありませ
ん。
●国内旅行保険への加入について
ご旅行中けがをした場合、多額の治療費、移送費などがか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場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行
保険に加入されることをおすすめします。国内旅行保険については、お申込店の販売店にお問い合わせください。
●事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに同行の添乗員・現地係員、運送・宿泊機関等旅行サービス提供会社、ま
たは、お申込店にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
●個人情報の取扱について
当社および販売店は、旅行申込の際に提出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いただ
くほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・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内で利用させていただきます。このほか、当社および販売店では、①当社及び当
社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケ
ートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2020 年 10 月 9 日を基準としています。また、旅行代金は 2020 年 10 月 9 日現在の有効な運賃・規則を
基準として算出しています。
旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・そのほかのサービスなどを追加された場合は、原則として消費税などの
課税が課せられますのでご了承ください。
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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。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者へお尋ねください。

