


募 集 要 項

参 加 申 込 方 法 渡航手続     用意      

参加申込書 必要  記入 上 当社   返送下   旅券申請書 今回  旅行 必要 手続  関      
   参加申込金          円 下記口座  振込  旅行参加申 込 書      方  
      申込金 当社 受理  時 旅行契約 成立 追  当社   案内致     手続    円滑化  為 
              次 書類  用意下   
  後日 旅行代金残金 査証取得手数料  請求書  旅券 無 方 及 出発日    月以上 有効期限 無 方
 送        出発 前日  起算         戸籍抄本 通   月以内 発行    
  日前   下記口座  振込 下    住民票 通   月以内 発行    

 旅券用写真 枚             上半身 無背景 
振込先 銀行名  紀陽銀行 由良支店
     振込口座  普通      
     口座名義  中紀   

海外旅行保険      
     

主催旅行契約約款特別保証規定    当社  客様 被   損害      一定 範囲内 保証   
        障害 傷病治療費      補償 範囲         訪問地 国情     不測 事態 
生  際 十分 保証 得    事 考       旅行   安心   楽           
 客様 自身 海外旅行保険 加入       薦     

 旅行代金 含   費用
 何  旅行日程 明示      限      費用  客様  都合 一部 利用      原則払 戻        

 旅行日程 明示  利用交通機関 運賃 料金   料金 観光料金    料 入場料  宿泊料金    人様 室利用  
食事料金 手荷物運搬料金 航空会社 定  重量 容積 個数 範囲内  

 旅行代金 含      費用
査証取得手数料 超過手荷物料金 各国 空港使用料 空港税 燃料      等 約     円       変動    
航空保険超過負担料 個人的性質 諸費用 電話代 日程 明示    飲食代     伴     料     

募集要項 旅行条件抜粋  詳  旅行条件 説明  書面  用意        事前  確認     

  募集型企画旅行契約約款     
  旅行           以下当社  企画 募集  実行  募集型企画旅行   客様 当社 募集型企画旅行契約締結          
  条件書 定    事項 当社募集型企画旅行約款       旅行業約款  希望 方 当社  請求     
旅行契約 成立  場合  旅行業法第  条     交付  契約書面 一部      

  特別補償 

当社  客様 当旅行参加中  急激  偶然 外来 事故   生命 身体 被  一定 損害     旅行業約款特別補償規定    
一定 補償金及 見舞金 支払    
 旅行傷害保険      
当社 企画 募集   旅行  旅行特別補償保険 加入        高度傷害以外 見舞金程度 支払      疾病  適用        
 各自任意 旅行傷害保険 加入  勧     

  個人情報 
当社及 欄記載受託旅行業者  申込 際 提出     申込書  記入     個人情報      客様  間 連絡 利用        
  申 込      旅行    運送 宿泊機関   提供       手配    必要 範囲内 利用          

  当社 責任 免責事項 
当社 当社   手配代行者  客様 損害 与     損害 賠償        荷物 関係  賠償限度額 一人  万円   

   次    場合 原則   責任 負     天災地変 戦乱 暴動 運送機関 事故    火災 運送機関 遅延 不通
          生  旅行日程 変更    旅行 中止 官公署 命令 出入国規制 伝染病   隔離 食中毒 盗難等 

  取消      特別航空運賃 適用      
 客様  都合  旅行出発   日前以降 旅行契約 解除  場合 下記 取消料  支払        

旅行契約 解除期日 取消料      
 旅行開始日 前日    日目    以降 日目 当  日  旅行代金    
 旅行開始日 前 日及 前日 旅行代金    
 旅行開始日 当日及 無連絡不参加 旅行代金     

 受託販売  旅行企画 実施 
  和歌山県知事登録旅行業 第     号  観光庁長官登録旅行業第    号 日本旅行業協会      正会員

中紀バス旅行
マリンツアー

 国際航空運送協会      公認

予約センター
          和歌山県和歌山市井 口     

                      総合旅行業取扱管理者 河内佳秀

                                                   大阪府大阪市西区西本町       

                                             総合旅行業務取扱管理者     中西 克仁     本町  別館  

営業時間  月 土曜日  時   時    日曜 祝日 定休日

総合旅行業取扱管理者    客様 旅行 取扱 支店  取引責任者   旅行契約 関  担当者   説明  不明 点    取扱管理者  訊      


