
いい日旅立ちの特典。思い出の旅行に是非ご利用ください。

ぞうさんツアー

メモリアル割引サービス
ぞうさんツアー

メモリアル割引サービス
ぞうさんツアー

メモリアル割引サービス

ツアー旅行中に誕生日を迎えるお客様への割引特典です。（最大、ご本人と同行者3名様ま
で適用。）誕生日を証明する公的書類（運転免許証・健康保険証など）の提示が必要です。
尚、他の割引と重複は出来ません。
ツアー代金お一人様10,000円以上の場合に適用。

ハッピーバースデー割引 800円引き

女性だけのグループ4名様以上でのご参加のお客様への割引特典です。尚、他の割引と
重複は出来ません。
ツアー代金お一人様10,000円以上の場合に適用。

レディースグループ割引 300円引き

上記のマーク掲載コースでは、行程中に利用する貸切バス前方座
席を事前に予約する制度を行っております。ご希望の方はツアー
申し込み時に係員へお申し付けください。各班（バス一台毎）前方
1列目まで4席を利用(プレミアムバスⅠは3席まで)。受付は先着順
です。全行程での受付です。1日のみ等はお受けできません。
なお、その他お座席指定される場合も同額いただきます。

500円500円500円500円
バス前方席
確約バス酔いの方に安心♪

バス前方席確約プラン
各出発日限定4席
1日1席

1,000円プレミアム
の場合 絶対お得

！◆無料発行！！
◆ツアー代金5000円毎に
　1ポイント貯まる！
◆20ポイントで次回のツアー
　代金から3000円お値引！
◆ポイントはカード所有者およびご家族での合算も可能！
◆有効期限は発行日より3年間！

ぞうさんツアー・ウインズやま倶楽部にご参加
いただいた方にお得なポイントカード発行中！
ぞうさんツアー・ウインズやま倶楽部にご参加
いただいた方にお得なポイントカード発行中！

※カード紛失の場合ポイントは無効となります。

MEMBER’ S CARD

〒975-0037 福島県南相馬市原町区北原赤坂172-1　TEL.0244-26-4173

お申し込みいただく前に必ずお読みください。
ご旅行条件につきましては、下記条件のほか、コースごとに記載されて
いる条件、ご旅行案内（パンフレット）、確定書面（旅のしおり）および
当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
○旅行のお申し込みおよび契約の成立時期
⑴当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の
　予約の申し込みを承ります。
⑵歩行や視聴覚などがご不自由な方、動物アレルギーのある方、身体障
　害者補助犬をお連れの方、その他特別な配慮を必要とする方は、お申
　し込みの際に必ずお申し出ください。
⑶旅行代金のご入金は旅行開始日の21日前（日帰り旅行は11日前）まで
　に全額をご入金ください。
⑷旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金全
　額を受理したときに成立するものとします。

○旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事代、観光入
場料金、添乗員同行コースの必要経費等。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い戻しはいたしません。
○お客様による旅行契約の解除・払い戻し
旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは、次の金
額の取消料を申し受けます。

※参加人員減、旅行開始日・コースの変更は取消とみなされ、取消料が
　かかります
※「夜行日帰り旅行」は「日帰り旅行」として扱います
※「バス旅行」とは、主要な交通機関がバス利用となる旅行になります
※航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券を
　利用する、または貸切船舶を利用する国内募集型企画旅行は、取消
　料が異なる場合がございます。詳しくはお申し込み後に送付いたしま
　すパンフレットをご確認ください
○旅行開始前の当社による旅行契約の解除及び払い戻し
お客様の人数が、最小催行人員に達しなかったときは、旅行開始日の14
日前（日帰り4日前）までに旅行の実施を取り止める旨をご連絡し、すで
にお支払いいただいている旅行代金全額を払い戻して、旅行契約を解
除します。

○お客様の責任
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、旅行先で速やかに当社また
は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
○特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程
で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の
傷害事故により、その生命、身体または出荷物の上に破られた一定の損
害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院
見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。
○旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に
「規定の率」を乗じた額の変更保証金を旅行終了日から30日以内に支
払います。
○お客様の個人情報の取扱について
お客様からいただく個人情報の取扱については、旅行および当社の各
種サービスに利用させていただきます。

国内募集型企画旅行　ご旅行条件（要約）

国内旅行　取消日区分

取消料（おひとり）
宿泊付き旅行

国内旅行
（バス旅行を除く） バス旅行

日帰り
旅行

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

20日目～15日目 20％
20％
20％

―
20％
20％

―
―
20％

14日目～12日目
11日目～8日目
7日目～2日目 30％

旅行開始日の 前日
当日の集合時間まで

旅行開始後の取消または無連絡不参加

40％
50％
100％

東京ディズニー
リゾートへ
東京ディズニー
リゾートへ

バス前方席
確約料金
バス前方席
確約

■出発日：11月23日（金）
　　　　　12月22日（土）
■出発日：11月23日（金）
　　　　　12月22日（土）
※チケット不要の方
　7000円（大人・小人）同額
※チケット不要の方
　7000円（大人・小人）同額

小人
（4才～11才）12,600円
中人

（12才～17才）14,200円
大人

（18才～）15,200円

※21日前より取消料が発生致します。

ディズニーランド
または

ディズニーシー

※お申込時にお選びください。

バス前方席
確約料金
バス前方席
確約

お一人様大人
いわき発

お一人様大人
相馬発

9,990円
10,990円

お一人様大人
相馬発

お一人様大人
いわき発 10,000円
11,000円

バス前方席
確約料金
バス前方席
確約

お一人様大人
いわき発

お一人様大人
相馬発

9,990円
10,990円

浅草散策ツアー

■出発日：12月23日（日）■出発日：12月23日（日）
バス前方席
確約料金
バス前方席
確約

1
南相馬(5：30頃)＝相馬＝（高速）＝いわき＝高速＝
天皇誕生日一般参賀（自由見学）＝浅草（自由散策）
＝（高速）＝相馬＝南相馬(20：00頃） - 弁 -

1
南相馬(5：30頃)＝相馬＝（高速）＝いわき＝（高速）＝東京ドーム（第
18回東京国際キルトフェスティバル 自由見学）＝巣鴨（自由散策）＝
（高速）＝いわき＝（高速）＝相馬＝南相馬(20：00頃） - 弁 -

■出発日：1月26日（土）■出発日：1月26日（土）

第18回東京国際キルトフェスティバル

写真はイメージです。

1
南相馬(5：30頃)＝相馬＝（高速）＝いわき＝（高速）＝東京ドーム（世
界らん展2019・自由見学）＝巣鴨（自由散策）＝（高速）＝いわき＝（高
速）＝相馬＝南相馬(20：00頃） - 弁 -

■出発日：2月16日（土）■出発日：2月16日（土）

東京ドーム東京ドーム 世界らん展2019

写真はイメージです。

12月23日
限定！

写真はイメージです。

注；宮内庁より中止になる場合もあります

■出発日：1月2日（水）■出発日：1月2日（水）

1
南相馬(5：30頃)＝相馬＝（高速）＝いわき＝高速＝
一般参賀（自由見学）＝明治神宮参拝＝浅草（自由散
策）＝（高速）＝相馬＝南相馬(20：00頃） - 弁 -

１月2日
限定！

写真はイメージです。

1 南相馬(5：30頃)＝相馬＝（高速）＝いわき＝高速＝築地場外市場＝豊洲新市場＝上野
アメ横＝（高速）＝いわき＝（高速）＝相馬＝南相馬(20：00頃) - - -

バス前方席
確約料金
バス前方席
確約

■出発日：12月24日（月）■出発日：12月24日（月）

平成最後の年末買い出しツアー

豊洲新市場と
築地場外市場と
上野アメ横

1 南相馬(5：30頃)＝相馬＝（高速）＝いわき＝高速＝航空自衛隊・百里基地航空際（約５
時間）＝（高速）＝（高速）＝相馬＝南相馬(19：00頃） - - -

■出発日：12月2日（日）■出発日：12月2日（日）
注；駐車場から会場までは約1kmほど（約30分）
　　歩きますのでご了承ください。
　　雨天時は飛行内容が変わります。

ブルーインパルスに会いに行こう！ブルーインパルスに会いに行こう！

航空自衛隊・
百里基地航空際

写真はイメージです。

1 南相馬(5：00頃)＝相馬＝（高速）＝いわき＝高速＝航空自衛隊・入間基地航空際（約５
時間）＝（高速）＝（高速）＝相馬＝南相馬(21：00頃） - - - 1 南相馬（4：00頃）＝相馬＝（高速）=東京ディズニーランドまたはシー(21時頃まで滞在)

＝（高速）＝相馬＝南相馬（早朝） - - -

航空自衛隊・
入間基地航空際

写真はイメージです。

写真はイメージです。

いずれかの
1デー

パスポート付！

高速で飛行しながら繰り広げられる曲芸飛行の圧倒的な迫力を間近で見学！

お一人様大人
相馬発

お一人様大人
いわき発 11,000円
12,000円

お一人様大人
相馬発

お一人様大人
いわき発 9,990円
10,990円バス前方席

確約料金
バス前方席
確約注；宮内庁より中止になる場合もあります

お一人様大人
いわき発 10,000円お一人様大人

相馬発 11,000円バス前方席
確約料金
バス前方席
確約

■出発日：11月3日（土）■出発日：11月3日（土）
注；駐車場から会場までは約1kmほど（約30分）
　　歩きますのでご了承ください。
　　雨天時は飛行内容が変わります。

お一人様大人
いわき発 12,000円お一人様大人

相馬発 13,000円バス前方席
確約料金
バス前方席
確約


