
　

20周年から5年振りの苗場。
今回も苗場プリンスホテル内では様々なイベントを企画して
おります!! 25ｔｈ Anniversary Christmas Liveの会場は
もちろん「ブリザーディウム」。いつものライブとは違った
雰囲気でお楽しみいただけること間違いなし！
他にも、オリジナルカクテルとａｃｃｅｓｓナンバーのピアノ演奏が
楽しめるラウンジ「シャトレーヌ」またTOUR LOUNGEや
フォトスポットなど多数企画中です！

苗場が初めての方もぜひご参加ください。

ａｃｃｅｓｓと素敵なChristmasを過ごしましょう！

◆お申込方法は中面をご覧ください◆

公 演日 程

２０１７年１２月２３日(土)、２４日(日)
会場：苗場プリンスホテル ブリザーディウム

Open  ２０：３０ Start ２１：００ (終演予定24：30）

access
25th Anniversary  

Christmas in Naeba
チケット付苗場プリンスホテル宿泊

JR・バスツアー案内書

￥８，０００ （税込） 全席指定
※未就学児童入場不可

「double decades + half 」Christmas  Special  Live

ＪＲ・バスツアー参加者特典

♠ツアー参加者限定記念品（非売品）

※JR・バスツアーでご参加のお客様の特典となります。ツアー詳細は次ページをご覧ください。

※記念品は2泊3日コースの方も1つになります。

access 25th Anniversary  Christmas in Naeba ORIGINAL EVENTのご案内

※混雑している際はご入場を制限させていただく場合がございますので予めご了承ください。

※上記時間帯「ニューヨーク」は一般営業しておりません。

♠TOUR LOUNGE 会場 ： ６号館１階 レストラン「ニューヨーク」

♥オリジナルカクテル＆ピアノ生演奏

会場 ： 3号館1Ｆカクテルラウンジ「シャトレーヌ」

ａｃｃｅｓｓの楽曲をイメージして作られたオリジナルカクテル
やａｃｃｅｓｓナンバーのピアノ演奏が楽しめるラウンジ！
ソフトドリンク等、通常のメニューもございます。

各日４回 ①15：00②16：00③17：00④18：00

※入場無料・オーダー別

※メンバーの出演予定はありません。

※時間は変更になる場合があります。

ピアノ演奏時間 各回30分

♥Christmas Special Live にて クリスマスイブ＆クリスマスセレモニー
クリスマスイブ＆クリスマスの瞬間をａｃｃｅｓｓのChristmas Ｓｏｎｇで一緒に

素敵なChristmasを迎えましょう！

♥苗場からのａｃｃｅｓｓ Special Radio番組放送
ＦＭゆきぐにより、2日間の特別番組を放送!
詳細は、最終案内にてお知らせします。

♥Christmas Special Live にて 携帯カメラ限定での撮影タイム

♥苗場オリジナルグッズ販売

♥フォトスポット
ホテル・ゲレンデ各所にフォトスポットを設置します。

JR・バスツアーでご参加いただいた方のためのスペースです。

お気軽におくつろぎいただける専用ラウンジ

１２／２３（土) ・２４（日)  １０：３０～２１：００
２４：３０～２６：００

２５（月） １０：００～１７：００
日時

25th Anniversary  Christmas in Naeba

♠オリジナルカードキー ♠衣装展示 （今年のツアーで着用した衣装等）



 【ツアー日程】

●１泊２日コース　 ① 2017年12月23日（土）～24日（日） ② 2017年12月24日（日）～25日（月）
●２泊３日コース　 ③ 2017年12月23日（土）～25日（月）
スケジュール

　　　　　　　　　(無料送迎バス)　　　　(新幹線)

　東京駅発　→　(越後湯沢駅)　→　苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着 　苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　→　(越後湯沢駅)　→　東京駅着

1便          7:00～8:00発 ⇒ 10:00～10:30着 8便　       9:00～10:00発 ⇒ 11:00～12:00着

2便　        8:00～8:30発 ⇒ 10:30～11:30着 9便     　10:00～11:00発 ⇒ 12:00～13:00着

3便　        8:30～9:20発 ⇒ 11:30～12:00着 10便*注 11:00～12:40発 ⇒ 13:20～15:00着

4便*注     9:20～10:30発 ⇒ 11:40～13:20着 11便*注 12:40～14:00発 ⇒ 15:20～17:00着

5便*注   10:30～12:00発 ⇒ 13:00～14:30着 12便　    14:00～15:00発 ⇒ 17:00～18:00着

6便*注   12:30～14:00発 ⇒ 15:00～16:30着 13便　    15:00～16:00発 ⇒ 18:00～19:00着

7便       14:00～15:00発 ⇒ 16:30～17:00着 14便　    16:00～17:00発 ⇒ 19:00～20:00着

　(９：００) (１２：３０頃) (１３：００)　　　　　　　　　(１７：１５頃)

　新宿発 　⇒　 苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着 苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　⇒　　新宿着

　(８：００) (１５：００頃) (１２：１５)　　　　　　　　　(２０：００頃)

　名古屋発 　⇒　 苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着 苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　⇒　　名古屋着

　(２３：３０) (翌１０：３０頃) (１１：４５)　　　　　　　　　(２１：３０頃)

　大阪発 　⇒　 苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着 苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　⇒　　大阪着

※JR列車の便について、※注）注釈付の4,5,6,10,11便は、出発・到着の設定時間幅が広くなっております。但し、越後湯沢駅でのシャトルバス又は新幹線への

　　乗り継ぎ時間は最大1時間前後を予定しております。各時間枠内でのご利用新幹線の便、またシャトルバス乗車時間はご指定いただけません。ご了承ください。

※大阪発バスツアーは深夜運行により、休憩時間を長くとらせていただきます。

※天候や交通状況により出発・到着時間が変更となる場合もございます。

【ツアー料金】お一人様（単位:円）※価格には消費税が含まれます。 一般

ツインルームB

【料金に含まれるもの】

コンサートチケット代、苗場プリンスホテル１泊宿泊代(１朝食・バス/トイレ付)、オリジナルグッズ（非売品）

上記の内容に、JRツアーの場合は往復新幹線代（指定席）、バスツアーの場合は往復バス代、

2泊3日プランの方は、コンサートチケット代（2公演）、苗場プリンスホテル２泊宿泊代(2朝食・バス/トイレ付)となります。

※JR･バスの座席の配列により同グループであってもお席が離れることがありますので予めご了承ください。

※バスは全席禁煙とさせていただきます。

【オプション追加料金】

夕食付プラン●朝食付プランの内容＋夕食付：　12/23公演・追加代金+4,500円、12/24公演・追加代金+4,400円、12/23-24の2公演+8,900円

※上記はお客様の都合により一部利用されなくても払戻しいたしません。

【料金に含まれないもの】

上記“料金に含まれるもの”に記載のない費用

【添乗員】

このツアーでは添乗員は同行いたしません。苗場プリンスホテルにツアーデスクを設け現地係員がご案内いたします。旅行代金算出基準日：2017年9月1日
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コンサートチケット付苗場プリンスホテル宿泊ツアーのご案内

1泊コース 1日目　※大阪バスコース　1～2日目 2日目　※大阪バスコース　3日目

2泊コース 1～2日目　※大阪バスコース　1～3日目 3日目　※大阪バスコース　4日目

　      　　(新幹線)　　　　　(無料送迎バス)
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1部屋当たりの利用人数 1名1室利用 2名1室利用

バ
ス
ツ
ア
ー

新宿発

名古屋発（朝発）

大阪発（前夜発）

3名1室利用 4名1室利用

ツアーコース
4・6号館 4・6号館 4・6号館 3号館 4・6号館 2・4号館 2・4号館

ツインルームB ツインルームB ツインルームA ツインルームA ファミリーツイン ファミリーツイン

ビュー 川側 川側 ゲレンデ側 ゲレンデ側 ゲレンデ側 選択不可 選択不可

①12月23日（土）公演（出発日：2017年12月23日（土）発、帰宅日：12月24日（日）着）≪1泊2日朝食付プラン≫

JR 東京発 51,500 44,000 49,000 52,000 44,000 47,000 44,000

バ
ス

新宿発 47,500 40,000 45,000 48,000 40,000 42,000 40,000

名古屋発 53,500 46,000 51,000 54,000 46,000 49,000 46,000

大阪発(12/22夜発） 60,500 53,000 58,000 61,000 53,000 56,000 53,000

夕食付プラン 上記＋4,500円 上記＋4,500円 上記＋4,500円 上記＋4,500円 上記＋4,500円 上記＋4,500円 上記＋4,500円

②12月24日（日）公演（出発日：2017年12月24日（日）発、帰宅日：12月25日（月）着）≪1泊2日朝食付プラン≫

JR 東京発 46,500 41,000 44,000 47,000 41,000 43,000 41,000

バ
ス

新宿発 42,500 37,000 40,000 43,000 37,000 39,000 37,000

名古屋発 48,500 43,000 46,000 49,000 43,000 45,000 43,000

大阪発(12/23夜発） 55,500 50,000 53,000 56,000 50,000 52,000 50,000

夕食付プラン 上記＋4,400円 上記＋4,400円 上記＋4,400円 上記＋4,400円 上記＋4,400円 上記＋4,400円 上記＋4,400円

③12月23日（土）公演（出発日：2017年12月23日（土）発、帰宅日：12月25日（月）着）≪2泊3日朝食付プラン≫

JR 東京発 76,000 63,000 71,000 77,000 63,000 68,000 63,000

バ
ス

新宿発 73,000 60,000 68,000 74,000 60,000 65,000 60,000

名古屋発 79,000 66,000 74,000 79,000 66,000 71,000 66,000

大阪発(12/22夜発） 86,000 73,000 81,000 87,000 73,000 78,000 73,000

夕食付プラン 上記＋8,900円 上記＋8,900円 上記＋8,900円 上記＋8,900円 上記＋8,900円 上記＋8,900円 上記＋8,900円



コンサートチケット付苗場プリンスホテル宿泊ツアーの申込方法

WEB申込となります。お申込先のURLは、受付開始日にキャピタルヴィレッジHP（http://www.capital-village.co.jp)でご案内します。

《受付期間》　2017年10月28日(土) 10:00 ～ 11月10日(金) 17:00まで

　　　　　　　　　※定員になり次第受付を終了させて頂きます。

　　　　　　　　　※WEB受付終了後は、直接キャピタルヴィレッジに電話（Tel.03-3478-9999）でお問合せください。

《申込結果》　お申込時のメールアドレスまでお申込日より3営業日内に結果をメールいたします。　後日、予約内容及び

　　　　　　　　 代金のお支払い方法を記載した書面を郵送いたします。旅行の契約は代金をお振込み頂いた時点で成立となります。

                   旅行代金は、11月20日（月）までにご入金いただくようになります。予めご了承の上、お申込ください。

● お申込は、1名様～4名様まで可能です。

● コンサートのお席はお申込順に決めさせていただきます。

● WEB申込ができない方は、キャピタルヴィレッジ（Tel.03-3478-9999）までお問合せください。

■ご案内・ご注意

① 到着時間は交通事情により前後する場合がございます。予めご了承ください。

大雪などによる交通事情により苗場プリンスホテル到着が遅れ、開場、開演時間に間に合わない場合は希望される方にコンサート

チケット代（8,000円）を払戻しいたしますが、それ以外の対応は致しかねますので予めご了承の上お申込くださいますようお願いいたします。

② ツアーコースの違う方が同じ部屋に宿泊する事はできません。

③ お申込多数の場合、ご希望の部屋タイプをお取りできない場合もございます。予めご了承ください。

④ お部屋のタイプは4・6号館ツインルームA・ゲレンデ側(2名or3名利用)、ツインルームB・川側(1名or2名利用)、

3号館ツインルームB(2名利用）、2・4号館ファミリーツイン（3～4名利用)となります。

※お部屋仕様は苗場プリンスホテルホームページ（http://www.princehotels.co.jp/naeba/room/）客室一覧をご覧ください。

※苗場プリンスホテルのお部屋（号館）を指定するご希望はお受けできません（3号館を除く）。

⑤ JRツアーの新幹線のお席は、お申込完了（旅行代金入金後）時点では確保できておりません。また、予約状況によりご希望便が確保

できない場合がございます。その場合、ご出発の21日前を目処にご希望の時間に出来る限り近い列車を代案としてご案内させていただきます。

ご了承ください。また、同一グループでもお席が離れる場合がございます。

⑥ ホテルのチェックインは15：00から、チェックアウトは11：00です。

⑦ JR乗車券・指定券は団体券を利用のためお申込後の乗車変更及び払戻しはできません。

⑧ バスは全席禁煙とさせていただきます。

⑨ 最少催行人員：JRツアー15名/バスツアー各発着地20名

（当社では、旅行者の人数が最少催行人員に達しないときは、旅行中止または変更をお願いすることがございます。この場合は、出発日の

　13日前までにご通知いたします。）

⑩ 復路ホテル発→越後湯沢行きシャトルバスの時間変更は、ツアーシャトル内で空席がある場合のみ、現地対応いたします。

一般宿泊者が利用する[苗場プリンスホテル宿泊者専用バス]にはご乗車いただけません（バスツアーを除く）。

【出発日】

◆JRツアー 各コンサートの当日に出発します。

◆バスツアー 新宿・名古屋発：各コンサートの当日に出発します。 大阪発：各コンサートの前日夜に出発します。

【出発集合場所】

◆JRツアー 事前に乗車券をお送りいたします。指定されている列車に各自でご乗車ください。

◆バスツアー ［新宿発］JR新宿駅西口　新宿センタービル前  

［名古屋発］JR名古屋駅　西口　　 ［大阪発］JR新大阪駅前団体バス駐車場

【利用予定バス会社】

新宿発：丸大観光バス、東京バス、中日臨海バス、東京ヤサカ観光バス

名古屋発：名阪近鉄バス、帝産観光バス名古屋、名鉄観光バス　/　大阪発：大阪ヤサカ観光バス、大阪バス、近鉄バス

ツアー（朝食付プラン・夕食付プラン）でご参加いただいた方は、リフト券を特別割引料金にてご購入いただけます。

※詳細につきましては最終案内にてご案内いたします。

未就学のお子様につきましては、JR・バスの座席、ベッド、御食事が必要なければ無料です。但し、コンサートの入場は

できません。苗場プリンスホテル内に託児室（コンサート中も営業）があります。0歳児（6ヶ月）からお預かりいたします。

＜料金＞2歳児以上の場合　1時間あたり2,200円　※事前予約　　お問合せ：㈱ＨＥＩＤＩ（ハイジ）　Tel.070-5547-1964

・・・・・リフト券割引販売について・・・・・

・・・・・未就学のお子様のご参加について・・・・・



ご旅行条件書（国内旅行） 
 
■お申し込み 

(1)申込書に必要事項を記入の上､ご提出ください。同時に参加申込金を所定の口座にお振込みください。

＊申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。 

(2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して 3営業日以内に申込

書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合、予約がなかったものとして

取り扱います。（キャンセルされる場合はご連絡をお願いいたします） 

(3)お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はそ

の旨を説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、

予約可能に向けて努力することがあります。（以下「ウエイティング登録」といいます。）その際、「申

込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やか

にその旨を通知します。その時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。

但し、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申出があった場合、

又はお待ちいただける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻しま

す。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。 

(4)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、食物又は動

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特別の配慮を必要とする方は、お申込み時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。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、お客さまの状況

及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。 

(5)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの

一部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、お客さま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し込みをお断りし、又は解除させていただくこと

があります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さま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さまの負担とします。 

(6)15 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除きます。）

15歳以上 20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。 

(7)本旅行は近畿日本ツーリスト株式会社が企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当社と企画

旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、

成立日は当社が申込金を受理した日とします。 

(8)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件 

①当社は、当社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)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下

「通信契約」といいます)を条件に、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を

締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、ま

たは業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 

②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カ

ード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 

③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込

みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したとき

に成立します。 

④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画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とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日

となります。 

(9)当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。 

① 他の旅行者に迷惑を及ぼし、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

とき。 

② お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会勢

力であると認められるとき。 

③ お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。 

④ お客さまが流説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業

務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 

(10)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。 

■旅行代金・追加旅行代金 

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。追

加代金とは、①1人部屋追加代金、②延泊による宿泊代金などをいいます。 

■確定日程表 

確定した航空機の便名や宿泊ホテル名などが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。

ただし、出発の７日前以降にお申込の場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以

前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。 

■旅行契約内容・代金の変更 

(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計

画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更する

ことがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動によ

り通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を

変更することがあります。増額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 日目にあたる

日より前にお知らせします。 

(2)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。 

■取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除) 

お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目（日帰り旅行にあっ

ては 10日目）から 8日目までの取消 
旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目から前々日までの取

消 
旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日当日（旅行開始前） 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額 

 

①当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。 

②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。 

■取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除) 

下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示) 

①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項１～９に定める事項をい

います。 

②旅行代金が増額された場合。 

③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。 

④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。 

 

■当社による旅行契約の解除 

次の場合当社は旅行契約を解除することがあります（一部例示） 

①お客様の数が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（日帰り旅行は 3日目）に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通

知します。 

②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき 

③申込条件の不適合 

④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき 

⑤お客様が■お申し込み(8)①から④のいずれかに該当することが判明したとき 

 

 

■当社の責任 

当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する

賠償限度額は 1 人 15 万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。

また次のような場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、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または手配代行者の関与し得ない事由により損害

を被ったとき。 

■特別補償 

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定

の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院

日数により 2 万円～20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円～5 万円、携行品にかかる損害補償

金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 1O 万円)を支払います。ただし、日程表

において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日

にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいた

しません。 

■旅程保証 

旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の

内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約につ

いて支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補

償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金と

は、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。 

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又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又は観光施設(レストランを含みます。)

その他の旅行の目的地の変更 
1.0 2.0 

３．契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更

(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備

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又は会社名の変更 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又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又は経由

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又は名称の変更(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、景観その他の客室の条件

の変更 
1.0 2.0 

９．前各号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 

 

■お客様の責任 

お客様の故意又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。

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に努めなければなりません。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、旅行地において速やかに当社、

当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれぱなりません。 

■お客様の交替 

お客様は当社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。 

■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、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(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。) 

■個人情報の取扱いについて 
イ．当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提

出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用させていた

だくほか、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において

当該機関等に提供いたします。 

また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に係

る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。 

 お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。 

ロ．当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご

連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。 

 当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。 

   住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス 

ハ．上記のほか、当社の個人情報の取り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で

ご確認ください。 

 

■募集型企画旅行契約約款について 

この条件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、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ http://www.knt.co.jpからも

ご覧になれます。 

当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

この書面は、旅行業法第 12 条の４による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は、

旅行業法第 12条５により交付する契約書面の一部になります。 

 

【旅行企画実施】 

近畿日本ツーリスト㈱ECC営業本部 第 2営業支店 

東京都千代田区神田和泉町 1-13住友商事神田和泉町ビル 14階 

 

 

【お問合せ・お申込み】 

 [受託販売] キャピタルヴィレッジ Tel.03-3478-9999  

(月～金 11:00～18:00 土日祝休) http://www.capital-village.co.jp 
※お取消・ご変更のご連絡が営業日・営業時間以外の場合は翌営業日の扱いとなりますので 

予めご了承ください。 

東京都知事登録旅行業第 2-4516 号総合旅行業務取扱管理者：根岸未奈 

※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責任者です。 

このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく 

総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 

管理番号 044917081024-K-PHP 

http://www.capital-village.co.jp/

