日本メディカルハーブ協会 企画 国内薬草観察ツアー２０１７

石垣島ハーブ暮らし サスティナブル･アイランドツアー お申込書
* 「参加申込書」 の個人情報の取扱いについて
旅行申込みの際に提出された個人情報について、 お客様との連絡の為に利用させて頂く以外に、 お客様がお申込みの旅行において運送 ・ 宿泊機関の提供するサービスの手配
及びそれらサービス受領の為の手続きに必要な範囲内で使用させて頂きます。

□ 同意の上､下記個人情報を提供します。

□ 同意しない

フリガナ

性別

会員 ID

生年月日
西暦

月

日 （満

才）

女・男

ご氏名

フリガナ

電話

(

)

携帯

(

)

ＦＡＸ

(

)

緊急時連絡先
電話番号

(

)

〒

ご住所
お部屋

年

□ 2 名１室利用 □ 相部屋利用 □ 1 名１室利用＊追加代金￥４２,１２０

＊お１人様でご参加の場合､同性の方との相部屋またはお１人様１部屋利用 （追加代金） がお選びいただけます。

お申込み
手順について

① 参加申込書を
FAX にて
お送り下さい。

➡

同伴者

② 申込み金（20,000 円）または
旅行代金 158,000 円（税込）全額をお振込みください。
振込先：りそな銀行 市ヶ谷支店 普通 1099114
口座名：株式会社パラダイスツアーズ

➡

FAX 送信先 ０３ー５２６１−８９５９（担当：奥）
お申し込み・お問い合わせ先：株式会社パラダイスツアーズ

③ 参加お申込み
手続き完了。

＊ＦＡＸ後､着信確認電話を
お願い申し上げます。

電話番号：０３-５２６１-４６１０

ご旅行条件（要約） 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、 事前に内容をご確認の上お申込みください。
● 受注型企画旅行契約

●旅行代金のお支払い

この旅行は、 株式会社パラダイスツアーズ （東京都新宿区市谷田町 1-1 AT ビル 7F 東京都知事登録旅行業
・ 第 3-5783 号 、 以下 「当社」 といいます） 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
当社と受注型企画旅行契約 （以下 「旅行契約」 といいます。） を締結することになります。
旅行契約の内容 ・ 条件は、 本旅行条件書、 出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面
（以下 「最終旅行日程表」 といいます。） 及び、 当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部 （以下 「当社約款」
といいます。） によります。 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、 宿泊その他の旅行に関するサービス （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、 旅程管理することを引き受けます。

●旅行代金に含まれるもの

● 旅行のお申し込みと契約の成立時期
（１） 当社にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、 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、 旅行契約は、 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。
申込金の額は以下とします。 なお、 申込金は後記する 「お支払い対象旅行代金」 「取消料」 「違約金」 のそ
れぞれ一部または全部として取扱います。 また旅行契約成立前に､お客様がお申込みを撤回されたときは､
お預かりしている申込金を全額払戻します。
（２） 当社は電話、 郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けるこ
とがあります。 この場合予約の時点では契約は成立しておらず、 当社らが予約の承諾の旨を通知した日の
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。 この期間内に申込書の
提出と申込金の支払いがなされない場合、 当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
（３） お申込みの段階で、 満席、 満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合､当社は､お客様
の承諾を得てキャンセル待ちとして登録し、 予約可能となるよう手配努力することがあります。 この場合
でも当社は申込金を 「お預かり金」 として申受けます。 ただし、 当社が予約可能となった旨を通知する前
にお客様よりキャンセル待ちの解除のお申出があった場合、 または結果として予約ができなかった場合は、
当社は当該申込金を全額払い戻し致します。
（４） お申込金 （おひとり） 20,000 円

◆企画

特定非営利活動法人

日本メディカルハーブ協会
Japan Medical Herb Association
〒102-0073
東京都千代田区九段北 1-10-1 九段勧業ﾋﾞﾙ2Ｆ
TEL:03-3230-4182 FAX:03-3230-4184

旅行代金は旅行契約成立後､旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日より
前にお支払いいただきます。 また 30 日目にあたる日以降にお申込みされた場合は､お申込み時点
または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

（１） 旅行日程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）
（２） 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
（空港 ・ 駅 ・ 港と宿泊場所、 旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます）
（３） 旅行日程に明示した観光料金 （バス等料金 ・ ガイド料金 ・ 入場料等）
（４） 旅行日程に明示した宿泊料金およびサービス料金
（特に別途の記載がない限り２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします）
（５） 旅行日程に明示した食事料金 （機内食は除外） および税 ・ サービス料金
※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いたしません。

●取消料
取消日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）ごとの取消料
契約解除の日
１． 21 日目にあたる日以前の解除
２． 20 日目にあたる日以降の解除
３． 7 日目にあたる日以降の解除
４． 旅行開始日の前日の解除
５． 当日の解除
６． 旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料（お１人様）
無料

旅行代金の２０％
旅行代金の３０％
旅行代金の４０％
旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

◆お申込み ・ お問い合わせ先
株式会社パラダイスツアーズ 担当 ： 奥
東京都新宿区市ヶ谷田町１－１ AT ビル７階
TEL:03-5261-4610 FAX:03-5261-8959
営業時間 月～金曜 午前 9 時 30 分～午後 6 時 30 分
（土 ・ 日曜 ・ 祝日は休業）

◆旅行手配
株式会社パラダイスツアーズ

