
2014 日本のうたごえ祭典 inみやぎ 

大会 お申込手続きのご案内 

【宿泊プラン・被災地視察ツアー】 

 

 

１．宿泊プラン （募集型企画旅行契約） 
 

 

ＪＴＢ東北がお手伝いさせていただきます。旅行条件書をご確認の上、申込書に必要事項をご記入の上、

お申し込ください。 
 

宿 泊 日：２０１４年１１月２１日（金）・２２日（土）・２３日（日）・２４日（月）４泊 

宿泊条件：１泊朝食付、サービス料・税金込、お一人様あたりの金額 

※リッチモンドホテル仙台、仙台リッチホテル国分町については朝食代金を含みません。 

添 乗 員：同行いたしません。宿泊施設フロントにて後日送付する宿泊確認書をお渡しください。 

最少催行人員：１名様 
    

下記の宿泊施設をご用意いたしております。 

 

 

ホテル名 部屋ﾀｲﾌﾟ ご旅行代金 

(平日泊） 

11/21（金）

11/24（月） 

ご旅行代金 

（休前日泊） 

11/22（土）

11/23（日） 

申込番号 アクセス 

三井ガーデンホテル仙台 シングル 18,500 18,500 1-S 地下鉄広瀬通り駅より徒歩１分 

ツイン 6,100 6,100 1-T 

ホテルメトロポリタン仙台 シングル 16,500 16,500 2-S JR仙台駅より徒歩約１分 

ツイン 14,900 14,900 2-T 

仙台ワシントンホテル シングル 15,200 15,200 3-S ＪＲ仙台駅より徒歩約３分 

ツイン 12,600 12,600 3-T 

ダイワロイネットホテル仙台 シングル 12,200 12,200 4-S ＪＲ仙台駅より徒歩約２分 

仙台国際ホテル シングル 11,000 12,700 5-S ＪＲ仙台駅より徒歩約５分 

ツイン 7,700 9,900 5-T 

杜の湯ドーミーイン 

ＥＸＰＲＥＳＳ仙台広瀬通 

シングル 10,700 10,700 6-S 地下鉄広瀬通り駅より徒歩１分 

江陽グランドホテル シングル 10,500 12,700 7-S 地下鉄広瀬通り駅より徒歩約０分 

ツイン 10,500 12,400 7-T 

ANAホリデイ・イン仙台 シングル 10,400 11,600 8-S ＪＲ仙台駅より徒歩約６分 

ツイン 8,800 9,900 8-T 

ホテルグランテラス仙台国分町 シングル 10,000 10,000 9-S 地下鉄広瀬通りより徒歩約５分 

ツイン 10,000 10,000 9-T 

ホテルＪＡＬシティ仙台 シングル 9,700 10,800 10-S ＪＲ仙台駅より徒歩約５分 

ツイン 8,600 9,700 10-T 

スマイルホテル国分町 シングル 9,300 9,300 11-S 地下鉄広瀬通駅より徒歩約２分 

ユニゾイン仙台 シングル 9,300 9,300 12-S JR仙台駅より徒歩５分 

ホテルユニサイト仙台 シングル 8,950 8,950 13-S ＪＲ仙台駅より徒歩約３分 

ホテルグリーンマーク シングル 8,500 8,500 14-S JR仙台駅より徒歩約６分 

リッチモンドホテル仙台 

(朝食なし） 

シングル 8,500 15,500 15-S ＪＲ仙台駅より徒歩約８分 

ツイン 8,500 13,500 15-T 

スタジオ 

ツイン 

6,000 9,500 15-ST 

ホテルモンテエルマーナ仙台 シングル 8,300 9,900 16-S ＪＲ仙台駅より徒歩約３分 

ホテルプレミアムグリーンプラス シングル 8,300 8,300 17-S JR仙台駅より徒歩４分 

ホテルプレミアムグリーン 

ソブリン 

シングル 8,300 8,300 18-S 地下鉄勾当台公園駅より徒歩約７分 

ホテルグリーンパシフィック シングル 8,000 8,000 19-S ＪＲ仙台駅より徒歩約４分 

ホテルグリーンセレク スタジオ 

ツイン 

7,000 7,000 20-ST JR仙台駅より徒歩約８分 



アークホテル仙台青葉通り シングル 7,600 7,600 21-S ＪＲ仙台駅より徒歩約２０分 

ツイン 7,100 7,100 21-T 

ホテル法華クラブ仙台 ツイン 6,800 7,600 22-T ＪＲ仙台駅より徒歩約１０分 

ホテルベルエア仙台 シングル 7,500 8,500 23-S ＪＲ線仙台駅より徒歩約１２分 

ホテルパールシティ仙台 シングル 7,000 7,000 24-S ＪＲ仙台駅より徒歩約１２分 

ツイン 6,400 6,400 24-T 

アパヴィラホテル仙台駅五橋 シングル 7,500 7,700 25-S ＪＲ仙台駅より徒歩約８分 

仙台リッチホテル国分町 

（朝食なし） 

シングル 7,500 7,500 26-S 地下鉄勾当台公園駅より徒歩約３分 

ツイン 7,000 7,000 26-T 

仙台ビジネスホテル シングル 7,000 7,000 27-S 地下鉄勾当台公園駅より徒歩約３分 

ホテルレオパレス仙台 ツイン 8,200 8,200 28-T ＪＲ仙台駅東口出口→徒歩約１０分 

メルパルク仙台 ツイン 7,500 7,500 29-T ＪＲ仙台駅より徒歩約１０分 

※ツインのご旅行代金は、ツインルームを２名様でご利用の場合、お一人あたりの金額です。 

※トリプルのご旅行代金は、トリプルルームを３名様でご利用の場合、お一人あたりの金額です。 

※特定のホテル及び部屋タイプに、ご希望が集中する場合がございます。その際は上記施設の中からご希望以外の

施設をご案内させていただく場合がございますので、ご了承下さい。 

※朝食が不要の場合でも特別設定料金のため、ご返金はできません。個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸

税は各自ご清算願います。 

※宿泊プラン共通日程表 

目次 日    程 食事 

１ ご自宅又は前泊地又は各地・・・（各自移動、お客様負担）・・・各宿泊施設（泊） 朝：×、昼：×、夕：× 

２ 各宿泊施設・・・（各自移動、お客様負担）・・・ご自宅又は次泊地又は各地 朝：○、昼：×、夕：× 

※リッチモンドホテル仙台・仙台リッチホテル国分町は、朝食が含まれません（朝食：×）。 

 

 

２．被災地視察ツアー （募集型企画旅行契約） 
 
ＪＴＢ東北がお手伝いさせていただきます。旅行条件書をご確認の上、申込書に必要事項を記載の上お申

し込ください。 

 

 

① 名取市・閖上（午前）視察コース ※日帰り・貸切バス利用 

【視察のポイント】 
名取市閖上地区は、仙台の单、仙台湾に面し、閖上朝市が有名で仙台の食卓を賄っていました。3月 11 日の 

震災は、揺れによる被害がその地震規模の割には比較的小さかったのに対して、津波による被害が甚大であり、 

 死者・行方不明者は、全て津波被害によるものであり、沿岸部の家屋における被害は全壊が多数を占め、 

海から 1㎞以内の木造住宅はほぼ全て流出しています。更に火災も発生するなど津波によって沿岸部は 

壊滅的な被害を受けました。 

今回はボランティアの語り部ガイドが被害の大きかった地域をご案内しながら、語り伝えます。 

 

お一人様ご旅行代金：５，６００円／募集人員：４０名様（最少催行人員：25 名様） 

お食事：なし 添乗員：全行程同行致します。 

11月 22日 

(土) 

・ 

11月 24日 

（月） 

 

仙台駅（東口）発＝＝＝＝＝＝名取市・閖上到着 

8:30     9:20 

【閖上地区視察】（9：30～11：30） 
■閖上中学校にて語り部ガイドと合流 

語り部ガイドが同乗し貸切バスにて閖上地区を視察（車窓） 

■メイプル館到着（館内にて映像見学） 

■ゆりあげ港朝市（買い物） 

 

名取市・閖上発＝＝＝＝＝＝仙台駅（東口）到着 

11:30     12:20 

＝＝＝ 

貸切バス 

 

徒歩 

 

 

 



 

 

② 名取市・閖上
ゆりあげ

（午後）視察コース ※日帰り・貸切バス利用 

お一人様ご旅行代金：５，６００円／募集人員：40名様（最少催行人員：25名様） 

お食事：なし 添乗員：全行程同行致します。 

11月 22日 

(土) 

・ 

11月 24日 

（月） 

 

仙台駅（東口）発＝＝＝＝＝＝名取市・閖上到着 

        13:30    14:20 

【閖上
ゆりあげ

地区視察】（14：30～16：30） 
■閖上中学校にて語り部ガイドと合流 

 語り部ガイドが同乗し貸切バスにて閖上地区を視察（車窓） 

■メイプル館到着（館内にて映像見学） 

 

名取市・閖上発＝＝＝＝＝＝仙台駅（東口）到着 

     16:30     17:20 

＝＝＝ 

貸切バス 

 

徒歩 

 

 

 

③ 石巻市視察と松島観光コース＜11 月 22日（土）＞※日帰り・貸切バス利用 

【視察のポイント】 
石巻市は宮城県東部に位置する県内第２の都市で人口１６万人を超える。石巻でも被害が大きい单浜・ 

門脇地区には６㎞以上の津波が押し寄せ、火災も発生。主力産業である水産業は壊滅状態となりました。 

今回はボランティアの語り部ガイドが被害の大きかった地域をご案内しながら、語り伝えます。 

 

お一人様ご旅行代金：７，９００円／募集人員：40名様（最少催行人員：25名様） 

お食事：昼食１回 添乗員：全行程同行致します。 

11月 22日 

(土) 

 

仙台駅（東口）発＝＝＝＝＝＝石巻市到着 

        10:00     11:30 

【石巻市視察】（11：30～13：00） 
■ロマン海遊にて語り部ガイドと合流 

 語り部ガイドが同乗し貸切バスにて石巻市を視察 

■大街道地区（車窓） 

■工業港（車窓） 

■雲雀野（車窓） 

■日和大橋（車窓） 

■单浜（車窓） 

■門脇小学校（下車） 

■ロマン海遊２１（下車・買い物） 

 

石巻市発＝＝＝日本三景 松島到着（昼食後、自由散策）  

  13:00  13:30     （下車）         16:00 

松島発＝＝＝＝＝＝仙台駅（東口）到着 

 16:00     17:30 

＝＝＝ 

貸切バス 

 

徒歩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ 石巻市視察と松島観光コース＜11 月 24日（月）＞※日帰り・貸切バス利用 

お一人様ご旅行代金：７，９００円／募集人員：40名様（最少催行人員：25名様） 

お食事：昼食１回 添乗員：全行程同行致します。 

11月 24日 

（月） 

 

仙台駅（東口）発＝＝＝＝＝＝石巻市到着 

        8:30     10:00 

【石巻市視察】（10：00～12：00） 
■ロマン海遊にて語り部ガイドと合流 

 語り部ガイドが同乗し貸切バスにて石巻市を視察 

■大街道地区（車窓） 

■工業港（車窓） 

■雲雀野（車窓） 

■日和大橋（車窓） 

■单浜（車窓） 

■門脇小学校（下車） 

■ロマン海遊２１（下車・買い物） 

 

石巻市発＝＝＝日本三景 松島到着（昼食後、自由散策）  

  12:00  12:30      （下車）        14:30 

松島発＝＝＝＝＝＝仙台駅（東口）到着 

 14:30     15:30 

＝＝＝ 

貸切バス 

 

徒歩 

 

 

 

 

⑤ 石巻市視察コース※日帰り・貸切バス利用 

【視察のポイント】 

東松島市大曲浜はほとんどの家屋が流され、避難する高台もなく多数の犠牲者が出ました。 

今回は東松島市大曲浜視察と石巻市門脇小学校前で地元石巻の合唱団「コンブリオ」が伴奏陣を 

そろえてミニうたごえを開催。一緒に歌います。 

 

お一人様ご旅行代金：６，９００円／募集人員：40名様（最少催行人員：25名様） 

お食事：昼食１回 添乗員：同行致しません。（みやぎ実行委員同乗） 

11月 25日 

(火) 

 

仙台駅（東口）発＝＝＝＝＝矢本町到着 案内人（菊池英行さん）と合流 

        8:30    10:00 

 

矢本町発＝＝＝東松島市大曲浜視察（下車）＝＝＝＝＝＝＝門脇小学校前 

   10:00 10:20         11:00 【車中・昼食弁当】 

 

『門脇小学校前でミニうたごえ（下車）』  

     12:10                 12:30 

☆地元石巻の合唱団「コンブリオ」が伴奏陣をそろえてミニうたごえを 

開催。一緒に歌います。 

 

門脇小学校 日
ひ

 和
より

 山
やま

門脇小学校 

12:30              14:00 

☆東日本大震災の際、門脇小学校の子どもたちが日和山へ避難した道を 

体験し、同じ道を戻ります。 

 

門脇小学校発＝＝＝矢本町にて 案内人（菊池英行）さんとお別れ 

    14:00  14:30 

 

矢本町発＝＝＝＝＝＝＝＝＝仙台駅（東口） 

   14:30       16:00 

 

＝＝＝ 

貸切バス 

 

徒歩 

 

 

 



⑥ 单相馬市視察コース＜11 月 22日（土）＞※日帰り・貸切バス利用 

【視察のポイント】 
福島県 单相馬市は東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故により甚大な被害を受けました。

ボランティアの語り部ガイドが被害の大きかった地域をご案内しながら、語り伝えます。 

 

お一人様ご旅行代金：７，４００円／募集人員：25名様（最少催行人員：20名様） 

お食事：昼食１回 添乗員：全行程同行致します。 

11月 22日 

(土) 

 

 

仙台駅（東口）発＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝道の駅「单相馬」到着 

        10:30 【車中・昼食弁当】 12:00  

 

【南相馬市視察】（12：00～15：00） 
■道の駅「单相馬」到着後、語り部ガイドと合流 

 語り部ガイドが同乗し貸切バスにて单相馬市を視察（車窓） 

■「きぼうの牧場 ふくしま」視察（下車） 

■15:00 道の駅「单相馬」到着 語り部ガイドとお別れ 

（下車・買い物） 

 

道の駅「单相馬」発＝＝＝＝＝＝仙台駅（東口）到着 

       16:00     18:00 

＝＝＝ 

貸切バス 

 

徒歩 

 

 

⑦单相馬市視察コース＜11 月 24日（月）＞ 

お一人様ご旅行代金：７，４００円／募集人員：25名様・最少催行人員：20名様 

お食事：昼食１回 添乗員：全行程同行致します。 

11月 24日 

（月） 

 

仙台駅（東口）発＝＝＝＝＝＝道の駅「单相馬」到着 

        8:30     10:00 

【南相馬市視察】（10：00～13：00） 
■道の駅「单相馬」到着後、語り部ガイドと合流 

 語り部ガイドが同乗し貸切バスにて单相馬市を視察（車窓） 

■「きぼうの牧場 ふくしま」視察（下車） 

■13:00 道の駅「单相馬」到着 語り部ガイドとお別れ 

昼食（弁当）・買い物 

 

道の駅「单相馬」発＝＝＝＝＝＝仙台駅（東口）到着 

       14:30     16:00 

＝＝＝ 

貸切バス 

 

徒歩 

 

※お申込は申込受付順とし、満員になり次第、締切とさせていただきます。 

※申込人員が最少催行人員に満たない時は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目にあたる日より前に旅行中止の

ご通知を致します。 

※旅行代金に含まれるもの：旅行日程に明示した貸切バス代それにともなう有料道路・駐車場代、もしくは運送機関料金、食

事費用、入場料(行程に記載されているもの)が含まれております。 

※行程は交通状況により、時間が変更になる場合がございますので、接続の列車等の予約をされる場合は十分な余裕を持って

お願い致します。遅延による交通機関の取消料に関して、当方では負担できかねます。予めご了承の上、お申込み下さい。 

 

３．交通のご案内 （手配旅行） 
 
ご要望に応じて交通の手配を致します。 

 

【往路モデルルート】（仙台駅の到着を１０：３０～１２：４０と想定をした場合） 

 

東京駅 ------------------------ 仙台駅 

０８：４８ やまびこ４３号  １０：４７ 

０８：５６ やまびこ１２９号 １１：００ 

０９：２４ やまびこ１３１号 １１：１４ 

０９：４０ やまびこ４５号  １１：３４ 

１０：１２ やまびこ２０７号 １２：２６ 

１０：３６ やまびこ４７号  １２：３７ 



【復路モデルルート】（仙台駅の出発を１７：００～１８：００と想定をした場合） 
 

 仙台駅 -------------------------- 東京駅 

１７：０９ はやて １１８号 １８：５２ 

１７：２５ やまびこ１５２号 １９：２４ 

１７：４４ やまびこ１５４号 １９：４８ 
 

※上記の便はモデルコースです。座席の確保を保証するものではありません。所要時間の目安としてお考えください。 

※８名以上が同一行程で旅行される場合、団体として普通運賃が割引になります。 

※東京以遠の方、上記ルートでない方も、各協議会または合唱団・サークルごとに、ルートを作成し、構成人員に応じて 

団体割引での手配の対応を致します。 

※１１月２２日（土）の合唱発表会（小編成の部１・一般の部Ｂ）にご参加の方は前泊が必要となる場合があります。 

※１１月２４日（月）の合唱発表会にご参加の方は、後泊が必要となる場合があります。 

※グループでまとめてお申込みいただくと、座席がまとまっておとり出来ますのでなるべくまとめてお申込みください。 

※手配旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理した時に成立します。 

※当該契約を解除するときは、旅行サービス提供機関が定める取消料・違約料その他の当該機関に払う費用のほか、旅行業務

取扱料金、お客様が既に受けた旅行サービスにかかる旅行費用、取消にかかわる取消手続料金を申し受けます。 

※契約変更の申し出があったときは、旅行サービス提供機関に支払う取消料・違約料を負担いただくほか変更手続料金を申し

受けます。 

 

４．申込方法とお支払い 
 

① 別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、㈱ＪＴＢビジネスネットワーク ＪＴＢ東北 ＥＣデスク

へ ＦＡＸまたは郵送にて直接お申込み下さい。電話でのお申込みは承れません。FAX 送信の場

合、個人情報保護の観点から番号の押し間違いにご注意頂き、送信後は誠にお手数ですが、 

着信確認のご連絡をフリーダイヤル０１２０-９８９-９６０まで、お願いいたします。 

 

【第一次申込締切】：２０１４年８月２２日（金）までに必着でお願いします 

【第二次申込締切】：２０１４年９月１６日（火）までに必着でお願いします 

 

【最終申込締切】：２０１４年１０月１４日（火）までに必着でお願いします 

※原則、第二次申込締切日迄にお申込みください。 

 

② ２０１４年１０月２０日（月）頃に、お申込代表者のご連絡先宛に、 

「宿泊確認書」「被災地視察ツアー参加券」及び「請求書」を発送いたします。 

それ以前に予約状況を確認したい方はお電話にて下記お問い合わせ先へご連絡ください。 

 

③ お支払は２０１４年１０月３１日（金）までに、請求書に記載の銀行口座へお振込をお願い致します。 
（振込手数料はご負担願います。） 

 

    ※お申込後に、変更・取消される場合、各申込項目毎に取消料を申し受けます。 

以下「５．変更・取消について」の項をご確認ください。 

 

５．変更・取消について 
 
①申込み後の変更及び取消は、必ずＦＡＸにてＪＴＢ東北 ＥＣデスクにご連絡ください。 
・取消基準日は、弊社営業日・営業時間内のＦＡＸ着信時とさせていただきます。必ず書面にてご連絡くださ

い。（トラブルを防ぐため。お電話での変更・取消は一切お預かりいたしません。ご了承ください。） 

・旅行開始後の取消し連絡はお電話にて承ります。（大会当日の連絡先は、別途お送りする確認書に記載いたします。） 

 ②お申込後の取消につきましてはお申し出の日時により各申込項目毎に取消料を申し受けます。ご入

金後のご返金は、変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を、大会終了後、銀行振込

にてご返金させていただきます。 

【変更・取消料】（受付は当社受付時間内とさせて頂きます） 

・宿泊プラン・被災地視察ツアーの取消料はご旅行条件書 要約をご参照ください。 

 

 

 

 



 

 

【お申し込み先・お問い合わせ先】（受託販売） 

   ㈱ＪＴＢビジネスネットワーク ＪＴＢ東北ＥＣデスク 

    ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ TEL：０１２０-９８９-９６０ FAX：０１２０-９３７-２２４ 
         営業時間： 土日祝(年末年始)除く平日 9:30～17:30 

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14ダイハツ・ニッセイ池袋ビル７Ｆ 

観光庁長官登録旅行業 第 64号 ㈱ジェイティービー 代理業／東京都知事登録旅行業者代理業第 10718号  

総合旅行業務取扱管理者：山岸 哲也 

 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。 

 

 

 

【旅行企画・実施】株式会社 JTB東北 法人営業仙台支店 
〒980-0804 仙台市青葉区大町 1-4-1明治安田生命ビル 4階  

観光庁長官登録旅行業第 1573号 一般社団法人日本旅行業協会正会員／旅行業公正取引協議会会員 

 

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）･･･宿泊プラン・被災地視察ツアー 
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお読みいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

旅行条件書（全文）はこちらよりご確認ください。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】 

 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）JTB東北 法人営業仙台支店（仙台市青葉区大町 1-4-1明治安田生命ビル 4階、観光庁長官登録旅行業第 1573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、別途ご確認いただく旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする宿泊確認書と称する

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契約成立時期 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 

（２）旅行契約は、当社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します。但し、本契約に関しましては、後日送付す

る請求書に基づく旅行代金のお振込が完了した時点で、旅行契約が成立したものとします。 

●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。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 

・宿泊プラン（募集型企画旅行契約） 
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１人様） 

旅行開始日の前

日から起算して

さかのぼって 

１．6日目にあたる日以前の解除 無料 

２．5日目にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の 20％ 

３．3日目にあたる日以降の解除（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．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

・被災地視察ツアー（募集型企画旅行契約） 
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１人様） 

旅行開始日の前

日から起算して

さかのぼって 

１．21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11日目） 無料 

２．20日目（日帰り旅行にあっては 10日目）にあたる日以降の解除

（３～６を除く） 
旅行代金の 20％ 

３．７日目にあたる日以降の解除（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．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp


●旅行代金に含まれるもの 
   各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊代、食事代、及び消費税等諸税・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等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

   ●特別補償 
   当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、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、生命又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、補償金又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：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。） 

    身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取し

た結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 

  ●国内旅行保険への加入について 
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等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のが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅

行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問合せください。 

●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知

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いただくほか、お客様

がお申し込み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の手配及び、それらのサービス受領のために手続に必要な範囲内

で利用させていただきます。また、大会運営に伴い情報共有のため大会主催事務局へ情報を提出し利用させていただきます。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2014 年 6 月 12 日現在を基準としています。又、旅行代金は 2014 年 6 月 12 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出して

います。 

旅行企画・実施 株式会社 JTB東北法人営業仙台支店 

観光庁長官登録旅行業第 1573号 

日本旅行業協会正会員 

〒980-0804 仙台市青葉区大町 1-4-1明治安田生命仙台ビル 4階 

 

 

 

 

 

 

 


