
 

  

 

 

  

 

 

２０１９年９月１５日（日） 

９：００ 受付 

       ９：３０ 開会式 

      １０：１０ 競技 

           １５：３０ 表彰式・閉会式 

             

 

グランディ・21 セキスイハイムスーパーアリーナ  

 

◆スポーツ推進委員の部（男女ミックス可）  

◆ジュニア高学年の部（小学５，６年生 男女ミックス可） 

◆ジュニア４年生以下の部（小学４年生以下 男女ミックス可） 

◆４人合わせてOVER200の部（試合に出ている４人の年齢合計が 

200歳以上 男女ミックス可） 

      ◆一般の部（中学生以上 男女ミックス可）  

日 時 

会 場 

部 門 

大会終了時刻は、参加チーム数により変更となる場合があります。 

誰もが笑顔、主役になれるキンボールスポーツ 

みんなで気持ちをひとつにして大きなボール

（122ｃｍ）を追いかけプレーしてみませんか 

皆さんのご参加を心よりお待ちしています。 

 

［大会スローガン］ 

ありがとう 復興進む 伊達のまち。 みんなのチカラ レクぢから。 

2019年 9月13日（金）～9月15日（日） 

第73回 
全国レクリエーション大会 

in 宮城 2019 

種目別全国交流大会! 

参加者募集!! 



【セキスイハイムスーパーアリーナ】 

 
 

＜公共交通機関＞ 
■JRをご利用の場合 
 「JR仙台駅」からJR東北本線利府行きに乗車し約20分 
 …「JR利府駅」で下車の後、宮城交通バス「菅谷台経 
 由」「青葉台経由」のバスで約10分「菅谷台4丁目」 
 バス停で下車 
 
■航空機にて「仙台空港」をご利用の場合 
 仙台空港アクセス鉄道に乗車し約25分…「JR仙台駅」 
 でJR東北本線に乗り換えし約20分…「JR利府駅」で 
 下車の後、バスで約10分 
 ※バス乗車案内は［JRをご利用の場合］をご参照下さい。 
 
＜自動車＞ 
■仙台北部道路「しらかし台IC」より約3分 
■三陸自動車道「利府中IC]「利府・塩釜IC」より約10分 
■東北自動車道「大和IC」「泉IC」より約30分 

キンボールスポーツに興味のある方、又は愛好者の方 

１チーム４～８名で構成してください。 

 

予選３試合（１ゲーム７分１ピリオド、勝ち点制度）上位３チームによ 

る決勝戦を行います。（チーム数によっては変更することがあります。） 

誰もが楽しめるように大会申し合わせ事項を適用し行います。 

 

大人 2,000円 学生 1,000円 中学生以下無料 

（当種目の他に、総合開会式や研究フォーラムに参加できます。） 

 

別紙「大会参加申込書」に必要事項を記入の上、京王観光㈱へ直接お 

申込みください。参加申込後、京王観光㈱より請求書が届きますので、 

お振込みください、申込後の参加費のご返金は致しかねますので、ご 

了承ください 

 

2019年８月１０日（土） 

 

宮城県キンボールスポーツ連盟  

 

一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟 

 

宮城県キンボールスポーツ連盟 今 泉 良 正 

FAX 0225-96-9464 

メール：yoshi_imaizumi_miyagi@yahoo.co.jp 

参加資格 

実施方法 

参 加 費 

申込方法 

申込期日 

主 管 

協 力 

問合せ先 



ヨ 4～6 W3 13,500円 13,500円

和
室

ヤ 4～6 W1

ユ 4～6 W2

[2食]

[2食]

[2食]

旬樹庵　さんさ亭

岩沼屋

ホテル松島大観荘

宮城交通高速バス

「遠刈田温泉」　徒歩5分
10,400円

16,700円 16,700円 ※3
JR仙石線「松島海岸駅」

専用シャトルバス約5分

13,700円 13,700円 18,000円 ※2
「仙台西部ライナー」約30分

利用詳細はHP参照

10,400円 12,600円 ※1

※1　０才：無料／１才～２才（食事無）：3,240円／３才～未就学児（食事付）：5,400円
※2　０才～（食事・布団なし）：2,160円／０才～（食事、布団付）：大人宿泊代金の50％
※3　０才～（食事・布団なし）：2,160円／幼児（食事、布団付）：大人宿泊代金の50％／小学生：大人宿泊代金の70％
子供(小学生)＝大人に準じたお食事(数品少ない程度)及び寝具の使用／子供(未就学児)＝お子様用のお食事及び寝具の使用
乳幼児＝食事・寝具を必要とする場合、子供のお取扱いとなります。
掲載以外の宿泊については京王観光㈱受付センターまでお問い合わせ下さい。
ＴＥＬ： 03-5367-4860（電話受付時間：平日　10時30分～16時30分　土・日・祝日休業）／FAX:03-5379-0748
E-mail: recreation@keio-kanko.co.jp

6,500円 6,500円
末就学児

追加料金なし

市営バス「中山吉成1丁目」

徒歩5分

洋
室 ヘ 3 R1 6,500円[朝]仙台ヒルズホテル

アクセス
9月12日 9月13日 9月14日 9月15日

末就学児
追加料金無

市営バス「中山吉成1丁目」

徒歩5分

宿泊代金（お一人様） 添い寝
条件

設定なし T29 7,600円 7,600円 7,600円

洋
室

設定なし

設定なし

ネ ホテルルートイン多賀城駅東 S24 8,800円 8,800円 8,800円

ヒ ホテルルートイン仙台大和インター S27 8,000円 8,000円 9,000円

ハ ホテルルートイン名取岩沼インター S26 7,700円 7,700円 8,700円

ノ バリュー・ザ・ホテル名取

様
式

地図
記号 定員

宿泊申込
記号

設定なし
末就学児

追加料金無

（泉中央駅から）　宮城交通バス

「泉ヶ丘南入口」　徒歩3分

ヘ 仙台ヒルズホテル S29 9,200円 9,200円

フ ホテルルートイン仙台泉インター S28 8,500円 8,500円 8,500円

[朝]

食事ホテル・施設名

9,200円

S25 6,600円 6,600円 6,600円

末就学児
追加料金無

（泉中央駅から）　宮城交通バス

「吉岡志田町」　徒歩1分

設定なし 末就学児
追加料金無

JR東北本線「館腰駅」

徒歩25分

末就学児
追加料金無

JR仙石仙「多賀城駅」

徒歩7分
S24 7,500円 7,500円 7,500円

末就学児
追加料金無

JR東北本線「名取線」

徒歩23分

8,400円 設定なし 末就学児
追加料金無

JR仙石仙「中野栄駅」

徒歩15分

設定なし 末就学児
追加料金無

JR東北本線「長町駅」

徒歩20分
9,300円

ヌ ホテルルートイン仙台多賀城 S23 8,400円 8,400円

ニ ホテルルートイン仙台長町インター S22 7,900円 7,900円[無]

[無]

8,200円 8,200円 8,200円
末就学児

追加料金無

地下鉄東西線「六丁の目駅」

徒歩8分

JR東北本線「東仙台駅」

徒歩7分
5,900円 5,900円 7,000円

末就学児
追加料金無

ナ ホテルルートイン仙台東 S21 7,900円 7,900円 7,900円 T21

T20ト オレンジ・イン仙台東 S20 7,000円 7,000円 8,100円

[無]

テ ホテルメルパルク仙台 S19 14,900円 14,900円 14,900円

JR仙石仙「榴ケ岡駅」

徒歩10分
ツ ホテルグリーンパレス S18 8,300円 8,300円

末就学児
追加料金無

JR仙石仙「榴ケ岡駅」徒歩3分

JR仙台駅　　徒歩10分
13,900円 13,900円 13,900円T19

9,500円 9,500円 設定なし
末就学児

追加料金無

JR仙台駅　　徒歩4分

12,500円 設定なし 末就学児
追加料金無

JR仙台駅　　徒歩5分チ ホテルレオパレス仙台 S17 9,500円 12,500円

タ ホテルビスタ仙台 S16 10,500円 10,500円

12,500円 12,500円
末就学児

追加料金無

12,100円 設定なし 末就学児
追加料金無

JR仙台駅　　徒歩2分ソ ダイワロイネットホテル仙台 S15 13,500円 13,500円 13,500円 T15 12,500円

ス ホテルグリーンマーク S13 8,300円 8,300円 9,500円 9,500円 JR仙台駅　　徒歩5分

セ ホテルメトロポリタン仙台 S14 20,500円 20,500円 20,500円 設定なし 末就学児
追加料金無

T13 7,300円 7,300円 8,500円 8,500円
末就学児

追加料金無

JR仙台駅　　徒歩1分

JR仙台駅　　徒歩3分

シ 仙台ビジネスホテル駅前 S12 8,000円 8,000円 8,000円 設定なし
末就学児

追加料金無
JR仙台駅　　徒歩5分

サ ホテルモントレ仙台 設定なし T11 9,700円 9,700円 14,000円
末就学児

追加料金無

JR仙台駅　　徒歩3分

コ ホテルユニサイト仙台 S10 8,400円 8,400円 9,000円 設定なし
末就学児

追加料金無
JR仙台駅　　徒歩3分

ケ ホテルモンテエルマーナ仙台 S9 9,700円 9,700円 13,500円 設定なし
末就学児

追加料金無

末就学児
追加料金無

地下鉄東西線

「青葉一番町駅」徒歩5分

ク ホテルグリーンパシフィック S8 8,300円 8,300円 9,500円 9,500円 設定なし 末就学児
追加料金無

JR仙台駅　　徒歩4分

キ ホテルベルエア仙台 S7 9,500円 9,500円 9,500円 設定なし

カ ホテルパールシティ仙台 S6 7,600円 7,600円 8,600円

T5オ 江陽グランドホテル S5 9,500円 9,500円

T6

9,500円

地下鉄東西線

「青葉一番町駅」徒歩3分

18,900円 設定なし
末就学児

追加料金無

地下鉄南北線「広瀬通駅」

徒歩1分

7,000円 8,100円

末就学児
追加料金無

地下鉄南北線「広瀬通駅」

西1番出口前
9,500円 9,500円 9,500円

末就学児
追加料金無7,000円

設定なし 末就学児
追加料金無

地下鉄南北線「広瀬通駅」

徒歩3分
10,000円

8,300円

エ 三井ガーデンホテル仙台 S4 13,000円 13,000円

ウ ホテルグランテラス仙台国分町 S3 10,000円 10,000円

ア ホテルグリーンライン S1 8,300円

イ ホテルグリーンパーク S2 8,100円 9,300円 9,300円 設定なし
末就学児

追加料金無

地下鉄「勾当台公園駅」

徒歩5分

9,500円 9,500円 設定なし 末就学児
追加料金無

地下鉄南北線「勾当台公園駅」

徒歩10分

8,100円

第73回全国レクリエーション大会in宮城2019 宿泊プラン

■宿泊場所/宿泊代金（お一人様）
★大会開催期間は秋の連休に重なっており、宮城県へも多くの観光客が多く訪れ、宿泊施設が大変混雑することが予想されます。
皆様が安心して宮城へお越し頂けるよう、宿泊施設を十分に確保しております。
本大会の指定旅行会社「京王観光㈱」までお早めにお申し込み頂きますよう、お願い致します。
・設定日：2019年9月12日（木）～15日（日）
・最少催行人員：洋室は1名様より、和室は4名様より／・添乗員：同行いたしません
・宿泊条件：[朝]＝1泊朝食付き／[2食]＝1泊夕・朝食付き／[無]＝ホテルより無料朝食サービス有／それぞれ、税込・サービス料込
※洋室はバス・トイレ付になります。

地図
記号 ホテル・施設名

宿泊
申込
記号

宿泊
申込
記号

宿泊代金（お一人様）
シングル

宿泊代金（お一人様）
ツイン 添い寝

条件
アクセス

（JR仙台駅から）9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日

様
式

[無]

[無]

[無]

[無]

[無]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

食
事

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[朝]

[無]

1



大会期間中のお弁当を承ります。

お申込みを希望される方は下記を御確認下さい。

●FAXにて参加申込をされる方
参加申込書の「国内旅行傷害保険」欄の「希望する」に○を付けて参加申込書をFAXしてください。
後日担当者から国内旅行傷害保険のパンフレット・申込書を代表者様に郵送させていただきます。

●WEBにて参加申込をされる方
WEB上の国内旅行傷害保険の案内を御確認いただきお申込み下さいませ。

●旅行代金の基準日
この開催募集要項に記載された旅行代金（宿泊代金）は2019年4月1日の料金を基準としています。

2）交歓の夕べに関する取消料

②変更取消に関する諸注意

3）変更・取消の基準は書面またはFAXの到着日（営業時間内）とします。

大会専用弁当 ― 30% 100%

お申し出日時 4日前まで 3日前以降

取消料 無料 100%

1）申し込み後の変更・取消に伴う返金につきましては、各々の取消料及び振込手数料を差し引いた金額を、大会終了後
　 1ヶ月以内をめどに、ご返金させて頂きます。

2）申し込み後に変更・取消をされる場合はWEBサイトのマイページからまたは開催要項の申込変更依頼書にて京王観光㈱
　 にご連絡ください。なお、変更内容の間違いを防ぐため電話での受け付けは一切いたしません。

ご利用日7～2日前 ご利用日前日 ご利用当日 旅行開始後、または無連絡不参加

宿泊プラン 20% 30% 40% 50%

行程表

弁当のご案内

問い合わせ先　　　　　　　　　　　※電話は混み合うことが予想されますので、WEBまたはFAXのご利用をおすすめいたします。

＜旅行企画・実施＞
観光庁長官登録旅行業第10号　一般社団法人日本旅行業協会（JATA）会員
京 王 観 光 株 式 会 社
東 京 東 支 店
〒160-0022　東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル2階
TEL：　03-5367-4860　FAX：03-3355-1582
担当：大林（おおばやし）
営業時間：平日9時00分～18時00分　土・日・祝日　休業

＜申込・宿泊・弁当に関するお問い合わせ＞
京 王 観 光 株 式 会 社
「第73回全国レクリエーション大会in宮城2019」受付センター （東京東支店）
東京都新宿区新宿2-3-10　新宿御苑ビル2F
TEL：　03-5367-4860　FAX：03-5379-0748
Email：recreation＠keio-kanko.co.jp
受付時間：平日　10時30分～16時30分　土・日・祝日　休業
担当： 大林（おおばやし）、飯田（いいだ）、小野寺（おのでら）
総合旅行業務取扱管理者：椎谷　幸司

●参加料等支払内容
京王観光㈱で申し込み受付後、順次8月29日（木）までに「参加証・宿泊券等」を申込代表者宛に送付いたします。同封の請求
書をご確認のうえ、8月23日（金）までに参加料等を振り込んでください。なお、申込受付順に宿泊ホテル等を割当をし、発送い
たしますので、お早目にお申し込みをお勧めいたします。
銀行振込手数料等はお客様の負担とさせていただきます。
8月24日（土）以降は参加取消の場合、参加費のご返金はございません。
8月23日（金）までにお振込が確認できないときは、予約が取り消されることもございますのでご注意ください。
大会参加費及び交歓の夕べ参加費は大会事務局からの依頼に基づき、京王観光㈱が代行収受するものです。
なお、お振込の際の振込金受領書をもって領収書とさせていただきますのでご了承ください。

9月14日（土）・9月15日（日）
1食当たり　1,080円　（お茶付・消費税込）
引換券を送付いたしますので、大会当日、引換券記載の時間内に、決められた引換場所にて同券をお持
ちのうえ、お弁当と引換えてください。お申込会場以外での引換は出来ませんのでご了承ください。
※弁当引換券には弁当引換時間・引換場所が記載されております。
※本大会の研究フォーラム会場、種目別全国交流大会のそれぞれ会場周辺には食事施設が少ない為、お弁当で
　 の対応をおすすめ致します。
※弁当は旅行契約には該当いたしません。付帯のサービスとしてお申し込みを承ります。
※以下の場所でのみお弁当の受け取りが可能です。
受け取り可能場所：開会式、交歓の夕べ、研究フォーラム会場、種目別全国交流大会の各会場、ウォークラリー受付会
場

国内旅行傷害保険のご案内

●宿泊・弁当・交歓の夕べ　変更及び取消料
①お申し込み後「入金後」、お客様のご都合で取消を希望される場合は、下記の取消料を払って取消することができます。

◆弁当取扱日：
◆弁当代金：
◆引換えについて：

参加料・変更及び取消料について

100%

●旅行代金に含まれるもの
基本宿泊代金（1泊夕・朝食、1泊朝食、1泊食事なしのいずれか）・消費税・入湯税・諸税及びサービス料金が含まれておりま
す。

1）第73回全国レクリエーション大会in宮城2019　宿泊プラン・大会弁当に関する取消料

お申し出し日時 ご利用日20～8日前

4

5

3

6

2

5日間
コース

4日間
コース

３日間
コース

２日間
コース

朝
食

昼
食

夕
食

朝
食

昼
食

夕
食

朝
食

昼
食

夕
食

1 1 1 1 ご自宅又は前泊地　→　お客様負担　→　各宿泊施設（泊） - - - - - - - - 〇
2・3・4 2・4 2 - 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各宿泊施設（泊） - - - 〇 - - 〇 - 〇

5 4 3 2 各宿泊施設　→　お客様負担　→　ご自宅又は宿泊地 - - - 〇 - - 〇 - -

宿泊プラン行程表

日次 食事なし 朝食付 ２食付



 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

※ この書面は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面です。

旅行契約が成立した場合は、同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部と

なります。 

 

1. 募集型企画旅行契約 

 (1) この旅行は、京王観光株式会社（以下「当社」といいます）が企画する旅行で

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。 

 (2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供

する運送・宿泊その他のサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を

受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 

 (3) 契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、募集パンフレット、インターネッ

トホームページ（以下「ホームページ」といいます）、出発前にお渡しする旅行

日程表と称する確定書面（以下「旅行日程表」といいます）および当社の「旅行

業約款（募集型企画旅行契約の部）」（以下「募集型企画旅行約款」といいま

す）によります。 

 

2. 旅行のお申込みおよび契約成立 

 (1) 《1》当社、《2》旅行業法で規定された「受託営業所」（以下《1》《2》を併せて「当

社ら」といいます）のそれぞれにおいて、ご来店・電話・その他の方法におい

て、お客様からの旅行契約のお申込みまたは予約を承ります。 

 (2) 当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代

表を定めたときは、その方が旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一

切の代理権を有しているもの（契約責任者）とみなし、その団体に係わる旅行

業務に関する取引は、当該代表者との間で行うことがあります。 

  ① 契約責任者は、当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出しな

ければなりません。 

  ② 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予

測される債務または義務については、何らの責任を負いません。 

  ③ 当社らは、契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後においては、

あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 

 (3) 所定の申込書（以下「申込書」といいます）に所定の記載事項を記入し、申込

金を添えてお申込みいただきます。申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約

料」の一部として取り扱います。 

 (4) 当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約

のお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契

約は成立しておらず、当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨を通

知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをして

いただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合は、当社らは

予約がなかったものとして取り扱います。 

 (5) 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立す

るものとします。 

 (6) お申込金（おひとり） 

旅行代金 お申込金 旅行代金 お申込金 

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 代金の 20％ 

10万円未満 20,000円   

 

3. お申込み条件 

(1) 20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。 

(2) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行日程を有する旅行について

は、参加者の性別・年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合

致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。 

(3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障が

いのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可

能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そ

の他の特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配

慮が必要となる旨をお申し出ください。（旅行契約成立後に、これらの状態になっ

た場合も直ちにお申し出ください。）あらためて当社からご案内申し上げますので、

旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた

場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客

様の状況および必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し

出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助

者または同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変

更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた

措置を手配することができない場合は、旅行契約のお申込みをお断りし、または

旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に

基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、原則として

お客様の負担とします。 

(4) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療

を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはか

るため、必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用は、お客

様の負担となります。 

（5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別

途条件でお受けする場合があります。 

 

(6) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅

行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。お

客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそ

れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。 

(7) お客様が、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

場合は、ご参加をお断りする場合があります。 

(8) お客様が、当社らに対して暴力的または不当な要求行為や取引に関して脅迫

的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合が

あります。 

(9) お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり、

業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。 

(10) その他、当社らの業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合が

あります。 

 

4. 契約書面および旅行日程表 

 (1) 第 2項（5）に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となり

ます。 

 (2) 当社らは、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確

定情報を記載した旅行日程表を、予め募集パンフレット等の契約書面に記載

した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開

始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以降に企画旅行のお

申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日当日にお渡しすることがありま

す。 

 (3) 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)に

おける当該契約書面および本項(2)における旅行日程表に記載するところに特

定されます。 

 

5. 旅行代金のお支払い 

旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当た

る日より前にお支払いいただきます。ただし、14 日目に当たる日以降にお申込みを

された場合は、申込み時点または旅行開始日前の当社らの指定した日までにお支

払いいただきます。 

6. 旅行代金について 

 (1) 「旅行代金」とは、募集広告または募集パンフレット・ホームページに「旅行代

金」と表示した参加コースの金額および当該コースの追加代金または割引代

金としてパンフレット等に表示した金額をいいます。この合計金額は、第 2項の

申込金、第 16 項の取消料、第 24 項の変更補償金の額を算出する際の基準

となります。 

 (2) 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方は、おとな

代金、満 6 歳以上（航空機利用コースにあっては満 3 歳以上）12 歳未満の方

は、こども代金となります。 

 (3) 代金は各コースごとに表示しております。出発日ごと利用人数でご確認くださ

い。 

 

7. 旅行代金に含まれているもの 

 (1) 募集パンフレット・ホームページの旅行日程表に明示した運送機関の運賃・料

金（注釈のないかぎり航空機の場合はエコノミークラス）、宿泊費、食事代、観

光料金（入場・拝観・ガイド等）、消費税等諸税。 

 (2) 団体行動に必要な心付。 

 (3) 添乗員同行コースの同行費用 

上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしませ

ん。 

 

8. 旅行代金に含まれていないもの 

第 7 項に記載された以外のサービスは旅行代金に含まれません。その一部を例示

します。 

 (1) 旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客様負担”等と記載さ

れている区間の交通費等諸費用 

 (2) 超過手荷物料金（既定の重量、容量、個数を超える分について） 

 (3) クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそ

れに伴う税・サービス料 

 (4) 自宅から出発地・解散地までの交通費・宿泊費等 

 (5) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の代金 

 (6) 空港施設使用料 

 (7) 燃油サ－チャージ 

 

9. 追加代金 

追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④

宿泊ホテルの指定の選択、⑤部屋タイプの選択、⑥1 人部屋追加代金、⑦食事プ

ランの選択、⑧延泊による宿泊代金、⑨平日・休前日の選択、⑩出発・帰着曜日の

選択、その他パンフレット等で“○○○○追加代金”と称するものにより追加する代

金をいいます。 

 

10. 基準旅行代金 

申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含

めた代金をいいます。 

 

11. 旅行内容の変更 

当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の

サービス提供の中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、官公署の命令

など、当社の関与し得ない事由が生じたことにより、募集パンフレット等に記載した

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り、または不可能とな

るおそれが極めて大きい場合は、当該旅行の実施を取り止めるか、またはお客様

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および当該

事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約

の内容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、変更後に理由を説明いたします。 

 

12. 旅行代金の変更 

 (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等に

より、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅

行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算

してさかのぼって 15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。 

 (2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関

の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。 

 (3) 第 11 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用（当該契約内容

の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約

料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みま

す。）の減少または増加が生じたときは、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、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更しま

す。 

 (4) 当社は、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に

記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によら

ず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したとこ

ろにより旅行代金の額を変更いたします。 

 (5) 奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加

代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契

約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお

客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋

追加代金を申し受けます。 

 

13. お客様の交替 

 (1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができ

ます。ただし、この場合、所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料ととも

に当社に提出していただきます。 

 (2) 本項(1)の契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力を生じます。 

 

14. 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除・払戻し 

 (1) お客様は、第 16項〈表 1〉〈表 2〉に定める取消料を当社に支払っていつでも旅

行契約を解除することができます。なお、〈表 1〉〈表 2〉でいう取消日とは、お客

様が当社らの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいたとき

を基準とし、変更取消のお申し出は当社らの営業時間内にのみお受けいたし

ます。（お申し出の期日により取消料の額に差の生じることがありますので、当

社らの営業日・営業時間・連絡先は、お客様自身でも申込時点で必ずご確認

願います。） 

 (2) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことな

く旅行契約を解除することができます。 

  ① 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 24 項の〈表 3〉左欄に掲

げるものその他の重要なものである場合に限ります。 

  ② 第 12項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。 

  ③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官

公署の命令その他の事由が生じたことにより、旅行の安全かつ円滑な実施が

不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 

  ④ 当社らがお客様に対し、第 4 項(2)で定めた期日までに、旅行日程表をお渡

ししなかったとき。 

  ⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅

行の実施が不可能となったとき。 

 (3) 当社らは、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅

行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。

取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項

(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金（あるいは

申込金）全額を払戻しいたします。 

 (4) お客様の都合で旅行開始日およびコースを変更される場合は、お客様が当

初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。こ

の場合、当社は、第 14 項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受け

ます。 

 

15. 旅行開始前の当社による旅行契約の解除および催行中止 

 (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、当社はその

翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は取消料に相当する額

と同額の違約料をお支払いいただきます。 

 (2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に

旅行契約を解除することがあります。 

  ① お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加

旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 

  ② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられ

ないと当社が認めるとき。 

  ③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げ

るおそれがあるとき。 

  ④ お客様が契約内容に関し、合理的範囲を超える負担を求めたとき。 

  ⑤ お客様の申込が募集パンフレット等の契約書面に記載した最少催行人員に

達しなかったとき。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（日帰り旅行については 3 日目）に当たる日より前に、旅行を中止する

旨をお客様に通知します。 

  ⑥ スキーを目的とする旅行における降雪量不足などの旅行実施条件であって

契約の締結の際に明示した条件が成就しないとき、またはそのおそれが極め

て大きいとき。 

  ⑦ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官

公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、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り、又

は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 

  ⑧ お客様が暴力団員、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。 

 (3) 当社らは、本項(1)により旅行契約を解除したいときは、既に収受している旅

行代金（あるいは申込金）から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本

項(2)により旅行契約を解除したいときは、既に収受している旅行代金（あるい

は申込金）の全額を払戻しいたします。 

 

16. 取消料 

 (1) 旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消しになる場合には旅行代金

に対し、お客様お一人様につき下記〈表 1〉〈表 2〉の料率で取消料を、参加の

お客様からは 1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただ

きます。 

 (2) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日におい

て、お客様が旅行契約を解除したものとし、〈表 1〉〈表 2〉の料率で違約料をい

ただきます。 

〈表 1〉 

取消日 取消料 

旅行開始日

の前日から起

算してさかの

ぼって 

（1） 21 日目に当たる日以前の

解除 

（日帰り旅行にあっては 11日目） 

無料 

（2） 20 日目に当たる日以降の

解除 

（日帰り旅行にあっては 10日目） 

（(3)～(6)を除く） 

旅行代金の

20％ 

（3） 7 日目に当たる日以降の解

除（(4)～(6)を除く） 

旅行代金の

30％ 

 
（4） 旅行開始日の前日の解除 

旅行代金の

40％ 

（5） 当日の解除（(6)を除く） 
旅行代金の

50％ 

（6） 旅行開始後の解除または

無連絡不参加 

旅行代金の

100％ 

 ※ただし、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と

同一の取引条件による航空券を利用する場合、別途、パンフレット等で定める

ところによります。 

〈表 2〉 企画旅行の宿泊プランのみを内容とする場合 

取消日 取消料 

旅行開始日

の前日から 

起算してさか

のぼって 

（1） 6 日目に当たる日以前の解

除 
無料 

（２） 5 日目に当たる日以降の解

除（(3)～(5)を除く） 

取消人員 14

名以下 

無料 

取消人員 15

名以上 

旅行代金の

20％ 

（３） ３日目に当たる日以降の解

除（(4)～(５)を除く） 

旅行代金の

20％ 

 
（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 

無連絡不参加 

旅行代金の

100％ 

 

17. 旅行開始後の解除・払戻し 

 (1) お客様による解除・払戻し 

  ① お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみな

し、一切の払戻しをいたしません。 

  ② 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に従っ

た旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うこ

となく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除するこ

とができます。この場合、当該部分に係る金額から、取消料、違約料その他の

既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを、

お客様に払戻します。 

ご旅行条件書(国内募集型企画旅行) 

（お申込みいただく前に、この条件書を必ずお読みください。） 

 



 (2) 当社による解除・払戻し 

  ①当社らは、次に掲げる場合においては、旅行契約を解除することがあります。 

ア. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社

が認めるとき。 

イ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従

わない等、団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を

妨げるとき。 

ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、

官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、

旅行の継続が不可能になったとき。 

エ. お客様が暴力団員、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。 

  ② 前①により、旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供

を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社

は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービス

に係る部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い、または、

これから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払

戻しいたします。 

  ③「 本項(2)①ア.ウ.」により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求め

に応じて、お客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 

18. 旅行代金の払戻し 

当社は、第 12項の規定により旅行代金を減額した場合または第 14項から第 15項

までの規定により、お客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客

様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあって

は、解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払

戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に、

お客様に対し当該金額を払戻しいたします。 

 

19. 旅程管理 

当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する

ことに努めます。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限

りではありません。 

 (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認め

られるときは、旅行契約内容に従ったサービスの提供を確実に受けられるた

めに必要な措置を講ずること。 

 (2) 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないと

きは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変

更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。

また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のも

のとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する

こと。 

 

20. 添乗員等 

 (1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者（以下「添乗員等」といいます）

を同行させ、第 19 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と

認める業務の全部または一部を行わせることがあります。 

 (2) 添乗員等の同行の有無は、パンフレット等に明示してあります。 

 (3) お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、

旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきま

す。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全

かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後

の旅行契約を解除することがあります。 

 (4) 添乗員等の業務は、原則として 8時から 20時までとします。 

 (5) 一部コースについては、現地到着時から現地出発時まで同行する場合があり

ます。この場合、集合場所までおよび解散場所からの行程については、添乗

員等は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための

手続は、お客様自身で行っていただきます。（一部コースについては、係員が、

受付・出発のご案内をいたします。） 

 (6) 個人型プランには、添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスを

受けるために必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を

受けるために必要な手続はお客様ご自身で行っていただきます。 

 (7) 現地添乗員が同行しない区間および現地係員が業務を行わない区間におい

て、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合に

おける代替サービスの手配および必要な手続は、お客様ご自身で行っていた

だきます。 

 

21. 当社の責任および免責事由 

 (1) 当社らは、旅行契約の履行にあたって、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、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損

害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限り

ます。 

 (2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、

損害発生の翌日から起算して 14日以内に当社らに対して通知があったときに

限り、一人 15万円を限度（当社らの故意または重大な過失がある場合を除く）

として賠償いたします。 

 (3) 当社らに故意または過失がない場合で、お客様が次に例示するような事由に

より損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。 

  a. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは

旅行の中止 

  b. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行

日程の変更もしくは旅行の中止 

  c. 官公署の命令または伝染病による隔離 

  d. 自由行動中の事故 

  e. 食中毒 

  f. 盗難 

  g. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・経路変更またはこれらによって

生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 

 

22. お客様の責任 

 (1) お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損

害を賠償しなければなりません。 

 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者

の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければ

なりません。 

 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記

載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サ

ービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 

 

23. 特別補償 

 (1) 当社は、第 21項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補

償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事

故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金

（1,500 万円）・後遺障害補償金（1,500 万円を上限）・入院見舞金（2 万円～20

万円）および通院見舞金（1万円～5万円）を、また手荷物に対する損害につき

ましては、損害補償金（手荷物 1 個または一対あたり 10 万円を上限、1 募集

型企画旅行お客様 1名あたり 15万円を上限）を支払います。 

 (2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サ

ービスの提供が一切行われない日については、その旨をパンフレット等に明

示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 

 (3) お客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔

い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山

岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するも

の）、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量

動力機（モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、

ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので

あるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当

該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありませ

ん。 

 (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、

免許証、査証、預金証書・貯金証書（通帳およ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ずるもの、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外品については、損害補償金を支払いません。 

 (5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて

負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度におい

て補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。 

 

24. 旅程保証 

 (1) 当社は、本項〈表 3〉左側に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（ただ

し、次の①～②で規定する変更を除きます）は、旅行代金に〈表 3〉右側に記載

する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日

以内にお客様に支払います。ただし、サービス提供の日時および順番の変更

は対象外とします。また、当該変更について、当社に第 21 項（１）の規定に基

づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損

害賠償金の全部または一部として支払います。 

  ① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 

（ただし、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は変更補償金

を支払います。） 

a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 

b. 戦乱 

c. 暴動 

d. 官公署の命令 

e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 

f. 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 

g. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置 

  ② 第 14項から第 17項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの

当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いま

せん。 

 (2) 本項(1)にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金

の額は旅行代金に 15％を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行

契約に基づき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更

補償金を支払いません。 

 (3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払い

に替え、これと相応の経済的利益をもって補償を行うことがあります。 

 (4) 当社が本項(1)の規定に基づき、変更補償金を支払った後に、当該変更につ

いて当社に第 21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場

合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければ

なりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠

償金の額とお客様が返還すべきこととなる変更補償金を相殺した額を支払い

ます。 

 

〈表 3〉                      変更補償金の額＝1 件につき下記の率×お

支払対象旅行代金 

変更補償金の支払いが必要となる変

更 

1件あたりの率 

旅行開始

前 

旅行開始

後 

① 契約書面に記載した旅行開始日ま

たは旅行終了日の変更 
1.5％ 3.0％ 

② 契約書面に記載した入場する観光

地または観光施設（レストランを含

みます）その他旅行目的地の変更 

1.0％ 2.0％ 

③ 契約書面に記載した運送機関の等

級または設備のより低い料金のも

のへの変更（変更後の等級および

設備の料金の合計額が契約書面に

記載した等級および設備のそれを

下回った場合に限ります） 

1.0％ 2.0％ 

④ 契約書面に記載した運送機関の種

類または会社名の変更 
1.0％ 2.0％ 

⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行

開始地たる空港または旅行終了地

たる空港の異なる便への変更 

1.0％ 2.0％ 

⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦

外との間における直行便の乗継便

または経由便への変更 

1.0％ 2.0％ 

⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種

類または名称の変更（当社が宿泊

機関の等級を定めている場合であ

って、変更後の宿泊機関の等級が

契約書面に記載した宿泊機関の等

級を上回った場合を除きます） 

1.0％ 2.0％ 

⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客

室の種類、設備、景観その他の客

室条件の変更 

1.0％ 2.0％ 

⑨ 上記①～⑧に掲げる変更のうち契

約書面のツアータイトル中に記載が

あった事項の変更 

2.5％ 5.0％ 

注 1：「 旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様

に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始

日以降にお客様に通知した場合をいいます。 

注 2： 確定書面（旅行日程表）が交付された場合は、「契約書面」とあるのを

「確定書面」と読み替え、この表を適用します。この場合において、契約

書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内

容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、

それぞれの変更につき、1件として取扱います。 

注 3： ③、④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1

泊につき 1件として取扱います。 

注 4： ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備が

より高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 

注 5： ⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載して

いるリストまたは当社の営業所もしくは当社のホームページで閲覧に供し

ているリストによります。 

注 6： ④または⑦、⑧に掲げる変更が 1乗車船等または 1泊の中で複数生じ

た場合であっても、1乗車船等または 1泊につき 1件として取扱います。 

注 7： ⑨に掲げる変更については、①～⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適

用します。 

 

25. 通信契約による旅行条件 

当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます）の

カード会員（以下「会員」といいます）から「会員の署名なくして旅行代金の支払をう

けること」（以下「通信契約」といいます）を条件に旅行のお申込を受ける場合があり

ます。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、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。また取扱可能なカードの種類も

受託旅行業者により異なります。） 

 (1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代

金等の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。 

 (2) 申込に際し、「会員番号（クレジットカード番号）」、「カード有効期限」等を当社

らに通知していただきます。 

 (3) 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を郵便

で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らが電話、

留守番電話、ファクシミリ、e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知す

る場合は、そ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。 

 (4) 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフ

レット等に記載する旅行代金」または「第 16 項に定める取消料」の支払を受け

ます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。 

 (5) 契約解除のお申出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差引いた

額を解除の申出のあった日の翌日から起算して 7 日以内（減額または旅行開

始後の解除の場合は 30日以内）をカード利用日として払戻します。 

 (6) 与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードでのお支払いができな

い場合は、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現

金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただ

けない場合は第 16項（1）の取消料と同額の違約料を申し受けます。 

 

26. 個人情報の取扱いについて 

 (1) 当社および下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込の際に提出さ

れた申込書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

用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊

機関等（主要な運送・宿泊機関等についてはお申込みいただいたパンフレッ

ト・ホームページ記載の日程表および別途契約書面に記載した日までにお送

りする確定書面に記載されています）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（以下「手配等」といいます）に必要な範囲内、

当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な

範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社等に対し、お客様の氏名、住所、

電話番号等を、あらかじめ電子的な方法等で送付することによって提供いたし

ます。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に

同意いただくものとします。 

 （２） 上記のほか、当社では次に掲げる場合において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。 

  ① 当社およ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 

 （３） 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－ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の

範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただ

きます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等の

ご案内、ご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。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業

の名称および個人データの管理を行っている当社グループ会社についてはホ

ームページ（http://www.keio.co.jp/group/）をご参照ください。なお、これらの

個人データの管理の責任者は当社となります。 

 （４） 当社は、旅行中に傷病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います。この個人情報は、お客様に傷病があ

った場合で国内連絡先の方へ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。 

 （５） 当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホ

ームページ（http://www.kingtour.com/）でご確認ください。 

 

27. その他 

 (1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸

費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷

物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたと

きには、その費用をお客様にご負担いただきます。 

 (2) お客様の便宜をはかるために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、お客様の責任で購入していただきます。 

 (3) 当社らは、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

 (4) 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理その他のサービス等を追加さ

れた場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。 

 (5) 貸切バスで運行する場合のバス会社名は、旅行開始前日までに、お客様に

確定書面にてご案内させていただきます。 

 (6) 本条件書およびパンフレット等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。当社旅行業約款をご希望の方は当社らに

ご請求ください。 

 

28. 旅行条件・旅行代金の基準 

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、パンフレット等に明示した日となりま

す。 

 

 

 

＜旅行企画・実施＞ 

観光庁長官登録旅行業第 10号 一般社団法人日本旅行業協会（JATA）会員 

京 王 観 光 株 式 会 社 

東 京 東 支 店 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 2階 

TEL： 03-5367-4860 FAX：03-3355-1582 

担当：大林（おおばやし） 

営業時間：平日 9時 00分～18時 00分 土・日・祝日 休業 

 

＜申込・宿泊・弁当に関するお問い合わせ＞ 

京 王 観 光 株 式 会 社 

「第 73回全国レクリエーション大会 in宮城 2019」受付センター （東京東支店） 

東京都新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 2F 

TEL： 03-5367-4860 FAX：03-5379-0748 

Email：recreation＠keio-kanko.co.jp 

受付時間：平日 10時 30分～16時 30分 土・日・祝日 休業 

担当： 大林（おおばやし）、飯田（いいだ）、小野寺（おのでら） 

総合旅行業務取扱管理者：椎谷 幸司 

Ａ19Ｄ-010 



ありがとう 復興進む 伊達のまち。 
みんなのチカラ レクぢから。 

第７3回全国レクリエーション大会in宮城2019 

2019年 9月13日（金） 14日（土） 15日（日） 

主催  公益財団法人日本レクリエーション協会、宮城県レクリエーション協会、宮城県、宮城県          
    教育委員会、仙台市、多賀城市、岩沼市、岩沼市、利府町、川崎町、大衡村、 
 

共催  スポーツ庁 
 

主管  第７３回全国レクリエーション大会in宮城2019実行委員会 

この大会は、スポーツ振興くじ助成金を受けて開催します 

日にち 行事 会場 内容

総合開会式 東京エレクトロンホール宮城 開会式典、功労者表彰、アトラクション

交歓の夕べ 仙台サンプラザホール
オープニング、交流タイム、

アトラクション

種目別全国交流大会
県内３市２町のスポーツ・

レクリエーション施設

日本レクリエーション協会加盟種目団体

による交流大会（12種目）

特別協賛行事
仙台市青葉体育館、仙台市泉体育館、

おおひら万葉パークゴルフ場

種目別全国交流大会に参加する種目団体

以外の交流大会（7種目）

特別行事
仙台市勾当台公園「いこいのゾーン」、

岩沼市総合体育館、石巻市地区　他

県民に向けたスポーツ・レクリエーショ

ン及び文化活動体験の場

研究フォーラム 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
ワークショップ・セミナー等、多くの

セッション

15日（日） 閉会式 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 大会回顧、閉会式典、大会旗引継ぎ　等

13日（金）

14日（土）

～

15日（日）
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