
●お問い合せ

公益社団法人鳥取県観光連盟 Iとっとり旅の生情報
TEL:0857-39-2111 FAX:0857-39-2100 

インフォメーション～お申し込みの前に必すお繭みください~ I 
腑代金（※）について
※「基本1碑」と「各コ ースに記載されている割増代金および追加代金」の合計金顕を表します。
●旅行代金は出発日および宿泊廂設1室毎のご利用人数により異なります。出発日カレンダーをこ参照の上、旅行代金をこ確認ください。ま

た、己希望のフライトおよびホテルにより割Jl;f�iiiがかかる場合がこざいますので予めこ了承ください．
•M'� 哨国は3歳~12歳未満のお子様が3名以上1室のこ利用で大人代金2名以上と同室する場合に適用となります。

（例）大人1名•こども2名でのこ参加の場合••大人代金2名•こども代金1名
● tf:nllオi可は8~5歳の幼児で航空座席のみのさ利用の場合に運用となります。宿泊施設でのベッド（寝具）や食事等を必要としないお子様に

こ利用いただけます。また、特に明記がない限り各コースや宿泊ホテル欄に記謡されている付帯のサービスも付きません。
●押右，ヤ咋凡』は無料です。但し、交通機関の座席および宿泊施設でのベッド(l:具）や食事等は付きません。また特に明記されていない限

り名コースや宿泊ホテル欄に記國されている付帯のサービスも付きません。
●添い寝代金および無料の乳児は、1室毎に大人代金でこ参加の人数と同人数までとさせていただきます。
※その他の詳細はP2「お子様It金逗用区分表」をこ覧ください。
●羽田空港及び成田空港を利用する垢合の旅客施設使用料は、旅行代金に含まれております。
舗空座庸について
●特に明記がない限り、航空機の座席は普通席となります。
●各コースに記哉のフライトスケジュールは2019年1月硯在、10月26日までの運航予定表となります。

10月27日以降は、琵着時圃運航会社•便名等が大幅に異なる場合がこざいます。
さ予約前に展新の関tJJ表よた1埠R行会社にて再度ご確認の上、お申込みください。

宿泊予定篇霞について
●お部屋割りについて（※特に明記していない限りホテル害室の景観、部屋タイプの指定はできません。

また、1室の定員数はホテルにより異なります。）

和室•和洋室…1室1~5名様でこ利用いただけます。部屋の広さは人数により異なります。
洋室・・・1室1~4名様でこ利用いただけます。1室3名様以上でこ利用の場合はツインベッドとエキストラペッド又はソファベッド使用となる
か2室以上でのこ利用となる場合があります。その壊合ベッドの搬入が遅くなったり、お部屋が狭く感じる事がこざいますが、それらに伴う返
金はこざいません。

●パンフレットに記霰されている料茫可J'!と器は一例です。時期により変更となる場合がこざいます。夕•朝食付の宿泊施翌にこども旅行代金
で畜泊されるお客様のお食事は、大人の食事内容と異なる塩合（お子様メニュー等）がこざいます。また、チェックインおよび チェックアウトの
時問により、食事の対応ができない蝙合がこざいます。 チェックイン19:00以降（夕 食）、チェックアウト7:00以前（朝 食）となる塙合は、必す
ホテルヘ日遮絡ください。 食事の対応ができない場合は放棄となり返金等はこざいません。
名レストラン1オ湮帷状況により希望時閏にこ利用いただけない場合がこざいます。

●0歳~5歳の乳幼児において宿村愉，"北よっては乳幼児施眠使用料が別逃以要は屠白七ございますので、硯地にてお支払いください。（但し、こども代金這用i!ilJ駄く。）
出発のこ案内について
●確定した主な交通機関およ田旨泊価怖濯記載された「出発のこ案内」は、旅行開始日の7日前までに交付致します。尚、期日前であっても、お問

い合わせいただきましたら手配状況についてのこ説明を致します。
●出発のこ案内に同封致しますANAeチケッH空（航空引換証）や畜泊 クーポン等は金券に相当する書類ではこざいませんので普通郵便等に

てお送り致します。こ予約の際は正確な日主所をお知らせください。運送中の事故についての賣任は負いかねます。なお、5日前までに畜類
が届かない嬬合は宛先を確認し再度お送り致しますのでこ運絡をお願い致します。

こ饒行の変更·蹴消について
①こ旅行出発後、お客描のこ都合による利用便の変更•日程の変更および未使用航空券の払戻しはできません。
②お客様のこ都合や航空機の遅延なと〇呈舶パス等の出発時間に間に合わなかった場合、目的地までの交通費はお客様負担となります。（連

絡バス等の払戻しはできません）
③こ訳行のお取消

こ旅行開始前でお客様のこ都合による四旅行の取消または人員の減少·名前の変更があった嬬合または、こ利用便の欠航等が発生した場合、お
申込の旅行会社に速やかにこ遍絡ください。特に名前の変更や人数の変更があった場合その変更人数分の取消料が必要になり、変更後の名前•
人塁登恵lキ新規の取扱となります．

1 ビッグホリデーコ麒行条件（抜粋）（お申し込み前に必ずお読みください）

このツア ー はピッグホリデー株式会社が企画・募集し実施する企画旅行です。
参加される お客様と当社との企画旅行契約は各コ ー スことに記 載されている条件及び下記 の旅行条件と
当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
1. 藷集型企画旅行契約

(1)この旅行は、ピッグホリデー株式会社（以下「当社」といいます） が企画·募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客
様は当社と募集製企画旅行契約を綿結することになります。

(2)募年型企画 派付呉約の内容・条件等は、バンフレット、ホームベージ、本旅行条件 畜、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当
社募集型企画旅行契約約款によります。

(3)バンフレット等で交通・宿泊lli!l牙」の名称が確．出平ない場合は、利用予定の施設名を限定して列拳した上で、限9抽輯セ本項(2)の最
終旅行日程表に明示します。 その場合も、干配状況の確認については交付前であっても速やかに対応します。

(4)当社1オ募隼四介圃派行の霰行に当た って手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者、その他の補助者に代行させ
る事があります。 （以下、「手配代n石」といいます。）

2旅行のお申込み及び契約の成立時期
(l)当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます）にて所定の旅行申込雀に所定の事項を記入のうえ、バンフレット又はホームペ ー

ジに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。 申込金は旅行代五をお支払いいただく ときに、その一部として繰り入れます。ま
た、派打契約は当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものといたします。

お申：は？人様） I 誓悶:;: I 悶翌霊心］雲 1 菜霊 1;塁し悶塁；
(2)当社は電話による旅行契約の予約申込みを受け付けることがあります。 この場合、当社より旅行申込書・振込用甑を発送します。 これ

らが届いた日から起口して3日以内に旅行申込書のご返送と申込金 （お一人様の旅打代金が1万円未満の蝙合は全額）をお支払いしてい
ただきます。霞話による申込みの塩合、旅行操約は当社が申込金を受顛したときに成立するものといたします。 ただし、旅行開始日の
前日から起算してさかのぽつて14日目 にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行申込書や振込用縁は発送いたしません。 当社が描定9
る11J1日までに全額お握込いただきます。 それをもっc/JI\汀契約の成立とします。

(3)当社らは、団体・グルーブを構成する旅行者の代表としての契約賣任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等
に関する一切の代理権を 有しているものとみなします。

(4)お申込みの際には全只のお名前・年齢 と代表者の住所・電話番号が必要です。
3. お申込み条件

(l)旅行開始日に15蝙未満の方のこ参加は「保護者の同行」を条件とします。また、航行開始日に20簾未涵の方のこ参加はI'll権者の同意巴」が必要です 。
(2)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢・汽格•技能その他の条件が当社の指定した条件と合致しない

場合、お申込みをお断りすることがあります。
4. 旅打代盆のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぽって14日前までにお支払いいただきます。 旅行開始日の前日から起算してさかのぽつて
14日前にあたる日以降にお申込みの蝙合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までに全顕お支払いいただきます。

5. 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のこ都合で旅行を取消される蝙合には、旅打代金に対してお1人様につき次に定める取消料をいただきま

す。 なお、お客様のこ都合によるコース、こ出発日やこ扉雇日、こ旅行期間の変更｀運送・宿泊機関等行程中の一部の変更につい
て、旅行開始日の前日から起口して21日前までは無料、それ以降はこ航行'"'体のお取消しとみなし下記取消料に準じます。 又、富
数人数でこ参加で一部の方が取消される塩合は、こ参加のお客搭からは1室こ利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

(2)オブショナルブランも下記の取消料が利用日を基準として別途適用されます。
(3)当社が指定する期日までに旅行代血が支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客横が航行契約を解除したものと

し、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(4)取消日とは、当社の営業日における営業時閏内に取消・変更する旨のお申し出をいただいた日とします。
( 5)お申込みいただきましたお客様が疇集型企画加戎峰」の第16条2項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく募集

型企画旅行契約を解除することができます。
I取り消し日（出発日を群守l

1
20-s日薗鳴り酌10日菌-BBil 7日-2日前

1
前 日 灌行開始旦（廊開始前）I 慧麒杯参薗及団直嫌

取消料率 20% 30% 40% 

この吉面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明吉面及び旅行契約が締結された場合は同1準の5による契約吉面の一部になります。1

【宿泊のみでお申込みの堀合】
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取消料寧 (15~30名） 今•

額料率(31名以上1 I 10% 

6. 旅程保証
(1)旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた漏合、旅行業約款 （募集型止＾ 晋l ←行契約） の規定により｀その変更の内容に応じ

て旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一加b呉か」に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の
15%を限度とします。 又、一旅行契約についての変更補償金の額が1.000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。 詳し
くは別途交付する旅行条件Zでこ確認ください。

(2)下記の場合においては、原則としてその責任は負いません。
（ア）天災地変 （イ）戦乱 （ウ）暴動 （エ）官公署の命令 （オ） 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
（力） 当初の逼行計面によらない運送サー ピスの提供 （キ） 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要払撮邑

(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補侶金・揖害賠侶金の支払いに替え、これと相応の物品サー ピスの捉供をもって補侶を
行う事があります。

7. 特別補侶規定
当社は当社の賣任が生するか否かを問わす、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募隼型企國旅行参
加中に｀急激かつ偶然な外来事故によって、その生命、身体、又は手荷物の上に被った担害について、あらかじめ定める額の補償金
及び見舞金をお支払いします。但し、損害発生の翌日から起口して2年以内に当社に対し通知があった塩合に限ります。 尚、下記の
各号に掲げる事由によって生じた偏害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。
①お客様の故意、酒酔い運転、故京の法令違反、又は法令に違反するサービスの箆供を受けている閻に生じた事故。
②旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊1111り呵rnサービスを一切受けない日に生じた儡害又は鱗害。
⑧山岳登はん （ピッケル等の登山用具を使用するもの） 、スカイダイピング・IIンググライダー等これらに類する危険な遍勤等に起因する場合．
④単なる外観の摂儒であって補信対象品の機能に支陣をきたさない揖害。 ⑥補日対箪品の置き忘れ又は紛失。
⑧当社は、硯金、有価証券、クレジットカ ー ド、クーボン券、航空券、バスポー ト、免許証、董証、預金証書·貯金証書 （通帳及び現金

支払機用カ ー ドを含みます）、各種データその他これらに準するもの、コンタ ク トレンズ等の当社約款に定められている補償対象除
外品については、損害補口金を支払いません。

⑦当社が本項に基づく補倶.. 支払い函謗と第13項 (3) により振吝賠償蘊諮を重ねて負う場合であっても、一方の函務が履行された
ときはその金顕の限震において補償舌古払養務・掴喜賠慣藝務とも層行されたものとします。

8. 個人情報の取り扱い
(1)当社及び下記欄記載の受託 （販売） 旅行業者 （以下 「代理店」といいます） は、旅行申し込みの受付の際にお客様から提出され

た所定の申込●等に記載された個人情報について、お客様との逼絡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・宿泊機関等の提供するサー ビス手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で運送・宿泊機関、ほぼ会社などに対
し、電子的方法などにより提供いたします。 このほか、当社らは、
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こ案内、②旅行参加後のこ意見や感想の提供お願い
＠海典サービスの提供 ④紐― 資科の作成などにお吝叫肖;誼を利用させていただくことがあります。

(2)当社は当社が保 有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号、またはメ ールア ドレス等お客様へのさ 連絡に当た り
必要となる品」1限の範囲のもと、当社のグループ企業等との問で、共同で利用させていただきます。 当社グループ企業（あそれぞれ
の企業の昌末呆内、催し物内容等のこ案内、こ購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。

9. このパンフレットは、平成31年1月現在の資料で作成しております。
如←9テ業約砿（募隼型令両旅h契が」の部）について
この条件●に定めのない事項は当社旅行業約款によります。 当社旅行業約款をこ希望の方は、当社にこ請求ください。

当バンフい卜の航字渾門は、包括hill了割引遅l1を利用して おります。
こ出発の前日から起算して、7日前までにお申し込みください。（但し、7日前が土•日•祝日にあたる場合、その前の平日 17時までにお申=がばださい。）

国内旅行傷宮f'i'� 加．入のおすすめ安心してコ悧テをしていただくため、お囮菫こ自身で保陵をかけられますよう、おすすめいたします。
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I 旅行企画・実施

〇ヒッワホリテー株式会社
観光庁長官登録旅行業第576号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒113-8401 東只抽祖区本郷3-19-2 BHビル予約センター ff03-38 l 8-51 1 1 (代）

営業時間：月～金躍日10:00-1s:oo 土•日•祝日10:00-1s:oo 

総合旅行業務取扱菅理者（国内）とは、お客様の旅行を取扱う旅行会社・営業所での取引に関する口任者です。この旅行契約に
関し，担当者からの説明にこ不明な点があればぷ湛這！なく右記の取扱管理者におたすねください。

e 戸 1景証会員皿閉：翌悶
鰭ANAi�丞］

""'「四如加一いけが点，'1

受託販売

●ビッグホリデーツアーのこ相談•お申し込みは信用のある当店を御利用ください。
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