世 界
遺 産

◎旅行期日：４月１４日（日）～２０日（土）
◎旅行代金：

２９８，０００円

（ホテルは２名１室利用です。１室１名様利用の場合の追加代金30,000円が
必要となります。なお、おがさわら丸は相部屋ですがプライベートを重視したカーテン付
ベッド＜特2等寝台＞利用となります。）

◎申 込 金：30,000円
◎募集人員：８名（最少催行人員4名）
◎食 事 付：朝食４回、昼食３回、夕食３回
◎添乗員が同行します

７日間
父島（境浦と二見湾）©小笠原村観光局

申込締切日
３／１（金）

ポ ☆2011年、世界遺産に登録された小笠原諸島を訪ねます。近いのにまったく雰囲気の異なる父島と母島の
イ
両島を観光します。
ン
ト ☆ご宿泊は今上天皇がご宿泊されたホテルホライズンをご用意いたしました。
月日

4/14

4/15

スケジュール

青森空港集合14:30
JAL146
ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ
青森空港ーーーー羽田空港======ホテル
15:10 16:30
徒歩
ホテル・・・・・・竹芝桟橋発（11:00）

～おがさわら丸乗船（所要時間24時間40分）～

食事

宿泊ホテル

夕×

ホテル
アジュール
竹芝

朝○
昼×
夕×

船中泊

4/16

父島・二見港着（11:40）→
午後 ネイチャーガイドとともに父島自然観察【展望ルート】（ウェザーステーション展望台、長崎展望
台、境浦、扇浦）
夜は天然記念物「オガサワラオオコウモリ」や「オオヤドカリ」を探しに出かけます。

4/17

ホテル出発後、ネイチャーガイドとともに父島自然観察【ジャングルルート】 【所要時間 ６~7時間】
・世界自然遺産区域を中心に森に出かけ、独自の進化を遂げた動植物を観察します。
※途中で止まりながらガイドをしての６~７時間ですので、歩き通しのハイキングツアーではありません。
※杖をついた方や足が不自由な方はガイドの判断により、ご参加いただけない場合がございます。

4/18

ホテル送迎車
ははじま丸乗船 ※荒天により欠航になった場合には自由行動となります。
ホテル===父島・二見港～～～～母島港===母島観光（北港、北村＜戦前の小学校跡など＞、
ははじま丸乗船
静沢戦跡＜または都道最南端のいずれか＞母島港～～～～父島・二見港
夜は天皇陛下ご宿泊の際のメニューを季節の食材でアレンジしてご用意いたします。

朝弁
昼弁
夕○

4/19

クジラ、イルカウッチングと南島観光
※荒天の場合には陸上ツアーへ変更となります。
子育てのために回遊してくるザトウクジラや野生のイルカをウォッチング。
上陸人数を制限しながら自然環境の保護と回復をすすめている無人島「南島」へも上陸を予定。
※南島付近まで航海できた場合にも、皆様の安全確保の面から、船長の判断により南島に上陸をしな
い場合があります。
下船後は各自昼食をお取りいただき、お土産などの買い物でお楽しみ下さい。
父島発（15:00）～おがさわら丸乗船（所要時間24時間40分）～

朝○
昼×
夕×

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ
JAL149
竹芝桟橋着（15：40）====羽田空港 ———- 青森空港
18:25 19:45（到着後解散）
※現地の事情等でコース・時間が多少変更になる場合があります。また、島内ツアーは概ね混乗となります。
4/20

朝×
昼○
夕○
朝○
昼弁
夕○

父島
ホテル
ホライズン

船中泊

朝×
昼×
ＪＡＬ：日本航空
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～当パンフレットの旅行は次の条件に基づきます～
１、募集型企画旅行契約
この旅行は東奥日報旅行センター（青森市新町1丁目7-1 観光庁長官登録旅行業第1941号。以
下「当社」という）が旅行企画・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。又、契約の内容･
条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面
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。

２、旅行のお申し込み及び契約成立
（１）お申込金とお申込み書を添えてお申し込みいただきます｡お申込金は、「旅行代金」また
は「取消料」、「違約料」の一部として取扱います｡
（２）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段（以下「電話等」という）による旅
行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅
行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内にお申込金をお納めくださ
い。この期間内にお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取
り扱います。
（３）旅行契約は当社が契約の締結を承諾しお申込金を受領したときに成立するものとします｡

３、旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって１３日目にあたる日より前にお支払い
いただきます。お申込金および旅行代金は、下記の銀行口座宛にお振込みになるか、当社へお
納め下さるようお願いいたします。（なお、当社は土日祝日が休業です。また、振込料につき
ましてはお客様負担となります。ご了承ください）
＜振込先＞ (株)東奥日報サービス 東奥日報旅行センター
＜銀行名＞ 青森銀行
新町支店 普通口座 ３０３０２７９
みちのく銀行 青森支店 普通口座 ２８１３２３４
※振込人名の前に出発日を掲載してください。
（例：４月１５日出発 東奥太郎様の場合→４－１５東奥太郎）

４、旅行代金の適用
参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満１２歳以上の方はおとな代金、満６歳以上
（航空機利用コースは満３歳以上）１２歳未満の方は、こども代金となります。

５、旅行代金に含まれるもの
（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）、
宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。航空運賃は包括旅行割引運賃を適用
しております。
（２）添乗員が同行するコースではこの他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。（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。）

６、旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災事変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中
止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない
事由により、パンフレット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、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様
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及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、変更後に理由をご説明いたします。

７、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越えて改訂されたときは、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さかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお
客様にその旨を通知いたします。
（２）第６項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加
又は減少するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っ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ものを除き、その
範囲内において旅行代金を変更することがあります。

８、お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は第10項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除す
ることができます。ただし、契約解除のお申し出の受付はお申込みをされた当社らの営業時
間内とします｡(営業時間終了後に着信したﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ等は､翌営業日の受付となります)
(2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
ａ．契約内容の重要な変更が行われたとき
ｂ．第７項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき
ｃ．天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事
由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極
めて大きいとき
ｄ．当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
ｅ．当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき

９、当社による旅行契約の解除及び催行中止
（１）お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除
することがあります。
（２）次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
ａ．お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を
満たしていないことが明らかになったとき
ｂ．お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
ｃ．お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれが
あると認められたとき
ｄ．お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。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日目にあたる日より前（日帰り旅行は３日
目にあたる日より前）に旅行中止のご通知をいたします。
ｅ．スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示し
た旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき

ｆ．天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他
当社の関与し得ない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安全かつ
円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
（３）当社は本項（１）により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（ある
いはお申込金）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
行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいはお申込金）の全額を払
戻しいたします。

10、取消料
（１）旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対してお
ひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご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。
取

旅行開始日の前日か
ら起算してさかの
ぼ
っ
て

消 日

取

消 料

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日目にあたる日以降の解除
(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日目にあたる日以降の解除

(4～6を除く)

4)旅行開始日の前日の解除
5)当日の解除

旅行代金の３０％
旅行代金の４０％

(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％

（２）当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も
上記取消料をお支払いいただきます。
（３）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、上記の料率で違約料をいただきます。
（４）お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更について
も、お取り消しとみなし、取消料の対象となります。

11、添乗員等
（１）［添乗員同行］表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサー
ビスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業
務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員に従って頂きます。添
乗員の業務は原則として８時から20時までとします。
（２）［現地係員案内］表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円
滑にするために必要な業務を行います。

12、当社の責任及び免責事項
（１）当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたと
きは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
（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日以内に当社に対して通知があったときに限り、１人15万円を限
度（当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。）として賠償いたします。

13、特別補償
当社は前第12項（１）の当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款により、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及び後遺障害補償金及び入院見舞金を、又、手荷物に対
する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。

14、個人情報のお取り扱い
（１）当社らは、旅行申込み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（主要なものについては各コース等に記載されています）の提供するサ
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で利用させてい
ただきます。＊このほか、当社らでは、①旅行案内等のご案内。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。に、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。
（２）当社らが取得する個人情報は、お客様の氏名､生年月日、性別、電話番号、住所、メール
アドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお
客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場
合で、当社が可能な範囲でこれに応ずる（又は応じられない旨の回答をする）目的のため
、上記以外の個人情報の取得をさせていただきますが、これは当社が手配等をするうえで
必要な範囲内とします。
（３）当社はお申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対しお客様の氏名
、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ
電子的方法等で送付することによって提供いたします。
（４）当社は、旅行先において､お客様の手荷物運送等、ＤＦＳギャラリア・沖縄（免税店）で
のお買い物等の便宜のため当社の保有するお客様の個人データを運送業者やＤＦＳギャラ
リア・沖縄に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等
に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合はお申し込み時にお
申し出ください。
（５）当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、又は
その利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続き
についてご案内いたします。当社にお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い
、遅滞なく必要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられ
ない場合はその理由をご説明します。

15、旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０１８年１２月１日を基準としています。

＜お問い合わせ・お申し込み＞
観光庁長官登録旅行業第1941号

＜旅行企画・実施＞

東

全国旅行業協会会員

奥

日

報

総合旅行業務取扱管理者

Tel.０１７－７７３－７７７７

(社)日本旅行業協会協力会員

旅

行

セ

ン

タ

ー

熊谷 直樹

Fax.０１７－７７３－３６０６

〒030-0801 青森市新町1丁目7-1 中三８階

《 営業時間

午前10時から午後6時

土・日・祝日は休業

》

※旅行業務取扱主任者とは､お客様の旅行を取り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ご不明な点がありましたら､ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

