平成３０年度全日本音楽教育研究会全国大会高等学校部会栃木大会 お申込案内

１ お申込方法
（１）別紙の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX にてお申し込みください。
電話、電子メールによる参加申込みはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
［個人情報保護について］
ご記入いただきました参加申込書の個人情報につきましては、お客様との連絡、旅行の手配に必要な
範囲で使用させていただき、大会関係に関する事務局様への提供を行います。
（２）申込締切日：平成 30 年 9 月 20 日（木）
（３）大会参加のみ（宿泊等不要）の方も、必ずお申込を行ってください。
■申込書送付先・お問い合わせ
株式会社ＪＴＢ宇都宮支店
「平成３０年度全日本音楽教育研究会全国大会高等学校部会栃木大会」受付デスク
〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町 4 番 1 号
TEL：028-614-2250

FAX：028-614-2005 （受付時間：平日 9:30～17:30 土・日・祝日は休業）

担当：宮本・岩橋

２ 参加申込書の記入について
（１）新規・変更・追加・取消のいずれかを選択してください。
※お申込書着信日が、弊社営業時間外の場合は翌営業日が受付日となります。
（２）宿泊をお申込の際は、第 1 希望第 2 希望を選択明記し、申込記号にてお申込ください。
※シングルルームの利用となります。
（３）申込締切日以降、配宿をさせていただきます。先着順ではございません。なお、ご希望の宿泊施設が
満室となった場合は、お客様ご自身での手配をお願いすることになりますので予めご了承ください。
（４）記入欄が不足の場合は、本紙をコピーしてご利用ください。

３ 変更・追加・取消について
（１）参加申込書の変更・追加・取消のいずれかを選択し、必要事項を末線して修正記入の上 FAX にてご
連絡ください。お申し出が弊社営業時間外の場合は翌営業日が受付日となります。また、電話による
変更等は受け付けておりませんのであらかじめご了承ください。
（２）大会参加お申込後に、ご連絡が無く当日不参加の場合は、大会参加費の返金はいたしかねますのであ
らかじめご了承ください。
（３）お客様の都合で予約を取消される場合は、下記の取消料を申し受けます。
（※は当社の企画・実施する募集型企画旅行契約による設定です。）
（４）取消後の返金は大会終了後、11 月下旬を目途に、次の取消料を差引いてご返金致します。
（５）上記以外の事項については、当社旅行業約款に準じます。

申込区分・取消日

７日前の
17:30 まで

６日前の
17:30 まで

2 日前の
17:30 まで

前日
17：30 まで

旅行当日の解除

旅行開始後の解除
または無連絡不参加

宿泊プラン（※）

無料

20％

3０％

40％

５０％

１００％

申込区分・取消日

前日 13:00 まで

前日 13:00 以降または無連絡

昼食弁当

無料

１００％

４ 大会参加証等およびご請求について
（１）10 月 12 日（金）までに「大会参加証、お申込内容の確認書（宿泊・弁当・レセプション等）および
ご請求案内書」をお申込者様あてに送付いたしますのでお申込内容をご確認ください。なお、相違
事項がございましたらご連絡ください。
（２）参加証等送付の際に、各種引換証も同封させていただきます。宿泊・弁当・その他チケット等の引換
えおよび確認に必要となりますので必ずご持参くださいますようお願い申し上げます。

５ お支払いおよびご返金について
（１）お支払いは、銀行振込にてお願いいたします。
■お振込期限 10 月 19 日（金）12:00
（２）お支払金額は、参加証等送付時に同封の請求ご案内の記載金額を、弊社指定銀行口座へ上記お振込
期限までにご入金をお願いいたします。なお、振込先銀行口座は請求のご案内に記載してあります。
※お振込の際の振込手数料はお客様負担とさせていただきます。どうかご了承ください。
（３）お振込の場合は振込用紙（お客様控え）を領収書として代えさせていただきますが、領収書が必要な
場合は、参加申込書の「備考欄」にその旨をご記入ください。
（４）返金が発生した場合、大会終了後に送金いたしますので、お客様の振込口座を参加申込書の「返金時
の振込銀行口座欄」にご記入ください。

６ 大会参加費について（※事務局様に代わり、当社が代行受付・集金させていただきます。）
大会参加費 ６，０００円（資料代含む）
お振込後の大会参加取消や大会当日欠席の場合、大会参加費の返金はいたしません。

７ 昼食（お弁当）について（※旅行契約外となり、宿泊プランと取消料規程その他条件が異なります。）
■昼食：お弁当 １，０００円（お茶付・税込）
■お弁当手配可能日：平成 30 年 11 月 1 日（木）大会１日目
※当日のお申込はできませんのでご了承ください。また、2 日目の斡旋は行いません。

８ レセプションについて（※事務局様に代わり、当社が代行受付・集金させていただきます。）
必ず事前にお申込のうえ、どうぞお気軽にご参加ください。当日の受付はいたしません。
（１）開催日：11 月 1 日（木）18:30～20:30
（２）会 場：宇都宮東武ホテルグランデ 松柏の間
（３）会 費：７，０００円（サービス料・消費税込）

９ 宿泊のご案内（宿泊プラン）（※当社との募集型企画旅行契約となります。）
今大会にお越しになる皆様へ下記ホテルをご案内申し上げます。
ご希望のホテルの申込記号をご選択・ご記入のうえ、お申込ください。
（１）宿泊設定期間：平成 30 年 10 月 31 日（水）
・11 月 1 日（木） それぞれ 1 泊 2 日
（２）宿泊条件：１泊朝食付（サービス料・消費税込）のお一人様あたりの金額です。

※10 月 31 日（水）の宿泊設定は②ホテルニューイタヤのみとなります。
申込記号

ホテル名

ルームタイプ

旅行代金

①

宇都宮東武ホテルグランデ

1 名 1 室利用

12,960 円

②

ホテルニューイタヤ

1 名 1 室利用

8,640 円

■ご旅程表

日次

日

程

食事

１

ご自宅または前泊地または各地・・・・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）
・・・・・ご自宅または各地

■添乗員：同行いたしません。
■最少催行人員：1 名
■食事条件：朝食 1 回

１０ 交通手段のご案内
あ

栃木県までの交通手段は、お客様各位で手配をお願いいたします。

（次ページ参照）

朝：○、昼：×、夕：×

１１ 国内募集型企画旅行ご旅行条件書（要約）（宿泊プランに適用されます）
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及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。（お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）を
お受け取りいただき、内容をご確認ください。）
■募集型企画旅行契約
この旅行は(株)ＪＴＢ（以下当社と言います）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」と言います。）を締結することになり
ます。旅行契約の内容・条件は、各プランに記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表や予約確認書など）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。
■旅行のお申込みおよび契約成立について
申込書に必要事項を記入し、特定の期日までに旅行代金金額をお支払ください。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込金(本ツアーは、旅行代金の金額)を受領した時点で契約が成
立となります。
■旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレット（本書面）に明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って 13 日前に当たる日（日帰り旅行は 3 日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
■旅行代金に含まれるもの
各プランに明示した宿泊費、食事料金、交通費、入場料及び消費税等諸税・サービス料及び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の
諸費用は含まれません）
■取消料
お客様は前述に記載した取消料をお支払いただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消日とはお客様が当社の営業日、時間内に解除する旨をお申し出いただいた日
とします。
■免責事項
お客様が以下の理由により損害を受けられた場合は当社の賠償の責任を負いません。①天災地震、気象状況、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行中止。②運送
機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行中止。③官公署命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。④運送機関の遅延、
不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは目的地・滞在期間の短縮。
■特別補償
当社は、当社また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かかわらず、当社約款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。（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 名様につき～15 万円、ただし補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします。）
■旅程保証
当社は当パンフレット（本書面）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 条及び別表第 2）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。
■添乗員等
【宿泊プラン】宿泊プランには添乗員は同行致しません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類や予約確認書面
（請求書や予約確認書）をご出発前にお渡し致ますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行って頂きます。
■個人情報の取扱について
（1）当社及び販売店は、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サー
ビスの手配及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、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き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品
店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時
にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。
（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の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、お客様に疾病等があった場合で連
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、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るも
のとします。
（3）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社 JTB お客様相談室 〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
■その他
この書面記載の旅行条件および旅行代金算出は 2018 年 5 月 1 日を基準にしております。
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の責任者です。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りましたらご遠慮なく下記の取扱い管理者
にお尋ね下さい。
お申込店（宇都宮支店）の総合旅行業務取扱管理者： 原田優
■国内旅行保険加入のすすめ
安心してご旅行していただくため、お客様自身で保険をおかけになることをおすすめいたします。
旅行企画・実施：（株）ＪＴＢ（東京都品川区東品川２－３－１１観光庁長官登録旅行業第６４号）
日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員
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