
旅行条件書（要約）ご予約前に必ずお読みください。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前に確認の上、お申し込みください。
この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。

● 募集型企画旅行契約 
１）この旅行は、旅の輪九州（株）《以下…当社》が企画・募集し実施する国内旅行であり、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を締結することになります。２）募集型参加企画旅行契
約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条
件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表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。
● 旅行の申し込みと契約の成立 
１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の金額を添えてお
申し込みいただきます。お申込金は、旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱い
します。
２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時
点で契約は成立しておらず、当社からの予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して三
日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、
お申し込みはなかったものとして取り扱います。
３）申込金 (お一人様につき)

４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（3）の申込金を受領したときに成立したものと
します。
５）通信契約による旅行契約は、お申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、
e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに成立
するものとします。
● 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前にお支払いいた
だきます。
● 旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレット（ページ）に明示した最小催行人員に満たない場合、当社は旅行の
催行を中止する場合があります。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 日前に
当たる日（日帰り旅行は３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額を
お返しします。
● 旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
１）パンフレット（ページ）に記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、
消費税等諸税、空港施設使用料が含まれます。　２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人
的性質の諸費用は含まれません。

 6,000円以上
12,000円以上
20,000円以上
30,000円以上

旅行代金
30,000円未満

30,000円以上60,000円未満
60,000円以上100,000円未満

100,000円以上

お申し込み金

●お客様からの旅行契約の解除（取り消し料） 
１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行の契約の解除をする
ことができます。お取消しの際、下記の取消料と別途事務手数料として（お一人様につき）5,000円をご請
求させていただきます。この場合、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し
引きし払い戻しいたします。申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。

２）尚、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。
● 国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費などがかかる場合があります。また、事故の場合、
加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が困難である場合があります。これらを担保するため、お客様
ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申し
込みの販売店にお問い合わせください。
●  事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス
提供機関または、お申し込み店にご通知ください。
●  個人情報の取り扱いについて
１）当社及び当社の受託旅行業者（以下…販売店）は旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報に
ついて、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲
内で利用させていただきます。　２）当社、当社グループ会社（会社名等はホームページをご参照くだ
さい）および販売店では、取り扱う商品、サービス等のご案内、ご意見、ご感想の提供・アンケートの
お願い、 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事があります。
●  ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は、 令和2年1月6日付で認可を受けた旅行業約款と同一の内容である。また旅行代金は、
令和２年４月１日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

※旅行代金とは販売代金と助成金額の総額になります

 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
② 20 日目に当たる日以降の解除（③ー⑥を除く）
③ 07 日目に当たる日以降の解除（④ー⑥を除く）
④ 旅行開始日の前日の解除
⑤ 旅行開始当日に解除
⑥ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

取消料

取消料
旅行代金の20％又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内

① 旅行契約締結後に解除する場合（②ー⑥を除く） 旅行代金の20％又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内

旅行代金の30％又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
旅行代金の40％又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
旅行代金の50％又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
旅行代金の100％以内

● 商品表示価格は、消費税等諸税も含みます。

全国旅行業協会正会員　福岡県知事登録旅行業第2-859号　
総合旅行業務取扱管理者：戸田 慎一
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福岡信用金庫　西新支店　普通№1066316
口座名義：タビノワキュウシュウ（カ①

② 佐賀共栄銀行　福岡支店　普通№1090747
口座名義：タビノワキュウシュウ（カ

旅行企画・主催／

814-0002 7-1-57 1F福岡市早良区西新 田村ビル〒

● お問い合わせ、お申し込みは

島と村の情報発信し、人と人をつなぐ

TEL:092-707-7577
E-mail:info@tabinowa.jp

上対馬のしま旅

レンタカー
手配可能です

レンタカー料金
24 時間あたり

軽自動車4名乗　6,600円　5名乗り　6,600円、7名乗り　10,000円
8名乗り　12,000円、10名乗り　18,000円
※乗り捨て代金　10,000円

会社名：バジェットレンタカー

上対馬
しま旅のこの商品は

国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金により、

を割引しています。大人お一人様11,000円
（小人・おひとり様5,500円を割引。）

博多港→比田勝港

博多（22:30）→比田勝（04:20） 

対馬空港→福岡空港

対馬（08:45）→福岡（09:20）

対馬（13:10）→福岡（13:45）

対馬（14:55）→福岡（15:30）

対馬（17:05）→福岡（17:40）

対馬（19:15）→福岡（19:50）
復路：金・土・日／2,000円アップ

旅の輪九州

ワード検索も

1 比田勝港博多港 （船中泊）フェリー2等自由席 /希望便

7:00 まで船内を利用できます 体験プログラム ホテル（泊）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

終日フリータイム ホテル（泊）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〜

最終日 ANA/希望便ホテル 福岡空港対馬空港出発までフリータイム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆旅行代金に含まれるもの／往路フェリー2等自由代金（博多→比田勝）、
復路航空機利用（対馬→福岡）、DAEMADO　HOTEL（2名1室／1～3泊朝食付）
体験プログラム1つ（必須）、主催旅行保険

●船舶会社：九州郵船㈱　●航空会社：全日空　●宿泊：DAEMADO　HOTEL（中面参照）●食事回数：朝食1～3回　●添乗員：同行しません

お申し込みは出発の2日前まで／お一人様から受付可能

旅行代金お一人様あたり（大人・小人同額）

15,800円3
日
間

旅行代金お一人様あたり（大人・小人同額）

20,800円4
日
間

旅行代金お一人様あたり（大人・小人同額）

25,800円5
日
間

フェリーげんかい＆ANAで行く！上対馬のしま旅

対馬
つしま

対馬空港

比田勝港

博多港
福岡空港
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島と村の情報発信し、人と人をつなぐ

博多港発／福岡空港着

体験プログラムが必須となります

全プラン共通

体験プログラム

ご利用できます

（1泊に付 5,000 円分／ 3泊まで）

対馬で使える
「行っ得 !! 対馬」クーポン付き

対馬市内の宿泊施設・飲食店・交通機関など
の加盟店で使えるクーポン券
※なくなり次第終了となります

期間：2021年4月1日発～2022年2月28日帰着

特典
●ツタヤホテル、レストラン有明（お食事をした方に、1品サービス）
●対馬バーガーKIYO（お食事をした方に、1ドリンクサービス）
●すし処慎一、島めし家北斗（お食事をした方に、1品サービス）

●みなと寿司（お食事をした方に、1品サービス）
●みなと食堂（お食事をした方に、1品サービス）

①対馬のトリセツ30分
提供：対馬観光物産協会
開始時間：①10:00 ②11:00 ③13:00 ④14:00 ⑤15:00
所要時間：30分　　最少催行人員／ 1名 円0

⑥対馬キャンドル作り体験
提供：ホワイトハウス
営業時間 10:00 ～ 17:00
所要時間：30分　　最少催行人員／ 2名　　 円500

②城下町散策・対馬藩主コース
提供：対馬観光物産協会
開始時間：①9:30　②13:00
所要時間：120分　　最少催行人員／ 1名 円1,000

⑦対馬海道シーカヤックツアー
提供：対馬エコツアー
体験時間：9:00 ～ 12:00　 13:00 ～ 16:00
所要時間：180分　　最少催行人員／ 1名 円5,500

⑤対馬で世界で一つのパールジュエリーを作ろう
提供：MADO
営業時間 10:00 ～ 18:00
所要時間：15分　　最少催行人員／ 1名 円500

⑩民泊・農泊体験
提供：対馬グリーンブルーツーリズム
チェックイン　16:00　チェックアウト　10:00
※宿泊の差額は発生します。 円0

④対馬の流木で小物作り体験
提供：ホワイトハウス
営業時間 10:00 ～ 17:00
所要時間：30分　　最少催行人員／ 1名 円0

⑨自分で作る思い出SILVERチャーム作り体験
提供：KOMIYA　SILVER
営業時間：10:00 ～ 17:00
所要時間 :30 分　　最少催行人員／ 1名 円1,000

③シーグラスでフォト作り
提供：MADO
営業時間 10:00 ～ 17:00
所要時間：15分　　最少催行人員／ 1名 円0

⑧釣った魚でBBQ体験
提供：今村商店
営業時間：8:00 ～ 18:00
所要時間：1日　　最少催行人員／ 2名 円3,000


