
第３８回 法人会全国大会

千葉大会
宿泊プラン／エクスカーションのご案内

開催日：2022年10月13日（木）
会 場：幕張メッセ 幕張イベントホール
主 催：公益財団法人 全国法人会総連合
主 管：一般社団法人 千葉県法人会連合会

幕張新都心（イメージ）

【旅行企画・実施・お申込み・お問い合わせ先】

株式会社JTB 千葉支店 営業課 法人会全国大会デスク

千葉県千葉市中央区富士見2-15-11
TEL：043-201-6315 FAX：043-224-5510
（営業時間：月曜～金曜9:30～17:30 土・日・祝祭日は休業） 総合旅行業務取扱管理者：原 周太郎
観光庁長官登録旅行業 第64号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。



このたび、千葉県において「第38回法人会全国大会 千葉大会」が開催さ

れますことを心よりお祝い申し上げます。

ご参加の皆様方のご便宜を図るため、大会事務局のご指導のもと、大会期間

中の宿泊・観光プランの手配を、株式会社JTB 千葉支店にてお取り扱いさせて

いただくこととなりました。大会のご成功に向け、精一杯のお手伝いをさせて

いただきますので、皆様方のお申込をお待ちしております。

つきましては、募集要項にてご案内させていただきますので、是非ご利用い

ただきますようお願い申し上げます。

皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。

ご挨拶

株式会社JTB 千葉支店

支店長 清水 徹也



１：宿泊及びエクスカーションのお申込み
別紙、お申込書に必要事項をご記入いただき、FAXまたはメールにて以下締切期限
までにお申し込みください（電話での申込は承りません）。

①一次締切：8月12日(金) ②二次締切：8月30日(火)

※一次締切までにお申し込みをいただいた方には、一次締切後に回答のご連絡を
させていただきます。

＜申込書の記入方法＞
宿泊…………………プランコード（1-T2、6-A1など）を記入してください。
エクスカーション…コースコード（EC-1、EC-5、EC-Aなど）を記入してください。

＜個人情報の管理＞
ご登録いただきました個人情報の管理には、当社個人情報保護方針に基づき適切
な体制で臨んでおります。FAX到着後の個人情報の管理には充分注意をしておりま
すが、FAXを送信される際はくれぐれも誤送信等、ご注意ください。あわせてお手

数ではございますが、FAXの着信確認のお電話をお願い申し上げます。

≪重要≫「日帰りゴルフプラン」の募集条件について
p.13掲載の「日帰りゴルフプラン」につきましては、施設手配条件の都合上、
一次締切の8月12日(金)までに4名様以上の申込が無い場合は催行中止
とさせていただきますので、ご了承ください。

２：予約確認書（宿泊先回答書）・請求書のご送付
お申込者のご連絡先に 9月16日(金) までに、予約確認書、請求書およびご旅行条
件書（全文）を郵送させていただきます。
ご確認いただき、予約確認書を当日ご持参いただき、宿泊先にご提示ください。

３：ご旅行代金のお支払い
請求書が到着次第、予約内容及びご請求内容をご確認いただき、請求書記載の期
日までに指定口座へお振込みくださいますようお願い申し上げます（振込手数料は
ご負担願います）。

※航空券、鉄道などに関しては各自お手配いただきますようお願いいたします。
※変更・取消にてご返金が生じた場合には、ご旅行条件書（全文）に規定の期日ま
でに、振込みにてご返金となります、ご了承ください。

《1》お申込み方法のご案内
※法人会ごとのお申込みにご協力ください
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☆申込特典☆
大会当日(10月13日)からご宿泊される方は、
大会会場でお手荷物を預けることができます！

預かったお手荷物はホテルにお届け♪チェックイン時にお受け取りできます。
大きな荷物を持っての移動が不要！らくらくチェックイン♪

１：宿泊プランの概要と条件
●宿泊プラン設定日

2022年10月12日（水）～2022年10月13日（木）及び
2022年10月13日（木）～2022年10月14日（金）及び
2022年10月14日（金）～2022年10月15日（土） それぞれ1泊2日
※連泊をご希望の場合は、客室・宿泊施設の状況により承りますが、
ご希望に添えない場合もございますのでご容赦ください。

●ご旅行代金
「２宿泊プラン一覧」をご参照ください（諸税・サービス料金を含んでいます）。

●食事条件
1泊朝食付プラン（朝食1回、昼食0回、夕食0回）

●添乗員
・同行しません。
・この旅行では約款に定める旅程管理業務は行いません。
・予約確認書を宿泊施設に提示し、ご自身でチェックインをお願いします。
・代替手配が必要となった場合もその手配はお客様ご自身で行っていただきます。

●最少催行人員
１名様

●その他
・お申込みの際には第二希望・第三希望をご記入ください。なお、原則として申込
受付順の受付となりますので、お早めにお申込みください（ホテルの決定は当社に
ご一任ください）。
・各宿泊施設の部屋数には限りがございます。ご希望の客室・宿泊施設が満室の場
合は、ご希望に従い他の客室・宿泊施設をご案内する場合がございます。
・禁煙/喫煙部屋には限りがございますので、ご希望に沿えない場合がございます。
・食事が不要の場合でも、ご返金はできません（権利放棄となります）。
・個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自現地にてご精算ください。

●日程表

《2》宿泊プランのご案内
※当社との募集型企画旅行契約となります
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２：宿泊プラン一覧

N
o
.

ホテル名
アクセス（目安）
上段：最寄り駅
下段：幕張メッセ

部屋タイプ
プラン
コード

おとなお一人様

1泊あたり
宿泊代金

（税・サービス料込）

ご利用可能日

10/12
(水)

10/13
(木)

10/14
(金)

①
ホテル

ニューオータニ幕張

海浜幕張駅南口 徒歩5分
モデレートツイン

2名利用
1-T2 18,700円 ○ ○ ○

幕張メッセ至近
ツイン or ダブル

1名利用
1-T1 30,800円 ○ ○ ○

②
ホテル

ザ・マンハッタン

海浜幕張駅南口 徒歩4分
ツイン
2名利用

2-T2 18,150円 ○ ○ ○

幕張メッセ至近
ツインまたはダブル

1名利用
2-A1 27,940円 ○ ○ ○

③ ホテルフランクス

海浜幕張駅南口 徒歩3分
ツイン
2名利用

3-T2 13,750円 ○ ○ ○

幕張メッセ至近
シングル
1名利用

3-S1 18,150円 ○ ○ ○

④
ホテル

グリーンタワー幕張

海浜幕張駅南口 徒歩3分
ツイン
2名利用

4-T2 13,200円 ○ ○ ○

幕張メッセ至近
ダブル
1名利用

4-D1 16,500円 ○ ○ ○

⑤
ホテル

スプリングス幕張

海浜幕張駅北口 徒歩2分
ツイン
2名利用

5-T2 15,950円 ○ ○ ○

幕張メッセ 徒歩10分~15分
シングル
1名利用

5-S1 17,600円 ○ ○ ○

⑥
アパホテル＆リゾート
＜東京ベイ幕張＞

海浜幕張駅南口 徒歩7分
(バスあり)

ツイン
2名利用

6-T2 13,200円 ※ ○ ※

幕張メッセ至近
部屋指定なし

1名利用
6-A1 17,700円 ※ ○ ※

⑦ メイプルイン幕張

幕張本郷駅 徒歩3分
スタンダードツイン

2名利用
7-T2 12,200円 ○ ○ ○

幕張メッセ バス10分
シングル
1名利用

7-S1 13,200円 ○ ○ ○

⑧ オークラ千葉ホテル

千葉みなと駅徒歩5分
スーペリアツイン

2名利用
A-T2 13,800円 ○ ○ ○

JRで海浜幕張駅
(約10分)

スタンダードツイン
1名利用

A-T1 14,300円 ○ ○ ○

⑨
三井ガーデンホテル

千葉

千葉駅東口 徒歩7分
ツイン
2名利用

B-T2 11,160円 ○ ○ ○

モノレール・JR等で海浜幕張駅
(約20分)

ツイン
1名利用

B-T1 13,660円 ○ ○ ○

⑩ 京成ホテルミラマーレ

京成千葉中央駅徒歩0分
ツイン
2名利用

C-T2 15,730円 ○ ○ ○

モノレール・JR等で海浜幕張駅
(約20分)

ツイン
1名利用

C-T1 24,200円 ○ ○ ○

※アパホテル＆リゾート<東京ベイ幕張>の10/12(水)及び10/14(金)の宿泊につきましては、
お申込みいただいた段階で在庫・空室状況を確認した上での回答となりますので、ご了承ください。 5
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①

≪海浜幕張駅・幕張メッセ周辺≫

≪幕張本郷駅周辺≫

≪千葉駅・千葉みなと駅周辺≫

幕張メッセ
イベントホール

★

A

B

C

≪全体図≫

千葉みなと駅

海浜幕張駅

幕張本郷駅

至海浜幕張方面

②
③

④

⑤

⑥

⑦

【移動の目安】

○幕張本郷駅から海浜幕張駅…路線バスで約10分
○千葉みなと駅から海浜幕張駅…JRで約10分
○千葉駅から海浜幕張駅…モノレール/JR等で約20分

★海浜幕張駅から幕張メッセ…徒歩約10分

JR京葉線

JR総武線

京成千葉線



３：取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料とし
て申し受けます。

４：交通機関のご案内
宿泊先、会場間の計画輸送は行っておりません。

５：変更・取消のご案内
変更・取消は、FAXにてご連絡ください。
※旅行開始後の取り消し連絡については電話にて承ります。

なお、お申込後の取消につきましては、それぞれ規定の取消料を申し受けます。
・取消基準日は、FAXの通信日としますので、必ず書面にてご連絡ください。
・取消後の返金につきましては、取消料を相殺した残額をご返金いたします。
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契約解除の日 取消料（お１人様）

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

1．21日目にあたる日以前の解除 無料

2．20日目にあたる日以降の解除（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） 旅行代金の30％

4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％

5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

MEMO



１：エクスカーションの概要と条件
・お申込みは受付順とし、満員になり次第、締め切りとさせていただきます。
・申込人員が最少催行人員に満たない時は、締め切り後に追って旅行中止の通知
をいたします。
・各コースの詳細の旅程につきましては、ご出発前にお送りする最終旅程表にて
ご確認ください。
・行程は交通状況により、時間が変更になる場合がございますので、接続の列車等
の予約をされる場合は余裕を持ってお願いいたします。遅延による交通機関の取消
料に関して、当社では負担できません。ご了承の程、お願いいたします。
・1泊2日のコースにつきましては、こちらでの相部屋対応は出来兼ねますので予め
ご了承ください。
・交通事業者：両総グランドサービス ※最終案内にて改めてご案内申し上げます。

２：エクスカーションの変更・取消のご案内
変更・取消は、FAXにてご連絡ください。
※旅行開始後の取り消し連絡については電話にて承ります。なお、お申込後の取消
につきましては、それぞれ規定の取消料を申し受けます。
・取消基準日は、FAXの通信日としますので、必ず書面にてご連絡ください。
・取消後の返金につきましては、取消料を相殺した残額をご返金いたします。

３：取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料とし
て申し受けます。

４：プラン一覧

次ページ以降にプランを掲載いたしましたので、是非ご検討くださいませ。

《３》エクスカーションのご案内
※当社との募集型企画旅行契約となります

契約解除の日 取消料（お１人様）

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

1．21日目にあたる日以前の解除 無料

2．20日目にあたる日以降の解除（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） 旅行代金の30％

4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％

5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％
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日帰りプラン１：かずさの里山

コースコード：EC-１／ご旅行代金：大人お一人様あたり17,200円
最少催行人数：15名様／添乗員：全行程1名同行

養老渓谷・粟又の滝(イメージ)

名所案内：粟又の滝・養老渓谷

房総半島が誇る名瀑でのんびりと優雅
に養老川に落ちる粟又の滝。千葉県の豊
かな自然を示すように、粟又の滝をハイ
ライトとして落ち着いた景観が広がる養
老渓谷。四季折々に変化をする景観はい
つ来ても訪ねる人を惹きつける。

9

名所案内：いすみ鉄道

春には沿線を菜の花が彩る鉄道として家族連れや写真家の中でも人気の
ローカル鉄道。
菜の花以外にも町や山間など季節ごとに変わる様々な車窓が鉄道旅のア

クセントとして楽しめる。黄色い小さな列車が房総半島の中央部にある上
総中野駅から外房は大原（いすみ市）までを結ぶ。

大多喜城といすみ鉄道(イメージ)

名所案内：大多喜城

戦国時代から江戸時代の間に
現存したとされている城。江戸
の頃は上総国大多喜藩の藩庁と
して使用された。書物や版画な
どによっては天守の有無など
様々な意見が出ている今も謎の
多い城はこの地を訪ねる人にロ
マンを与え続けている。



日帰りプラン２：門前町成田

コースコード：EC-２／ご旅行代金：大人お一人様あたり17,900円
最少催行人数：15名様／添乗員：全行程1名同行

成田山参道(イメージ)

名所案内：成田

今でこそ空港の町として成
田は有名だが歴史は古く、江
戸の頃より門前町として大き
く栄えた。当時の様子を歌舞
伎役者家系市川家により有名
になった成田鰻のお店と街並
みが当時の様子を想像させる。
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名所案内
航空科学博物館

日本の玄関である成田
空港にある博物館。戦後
初の国産旅客機として有
名なＹＳ－１１の試作機
や管制設備の展示など、
航空旅客の入門からマニ
アックな世界までを展示
する博物館。

成田国際空港(イメージ)
※航空科学博物館は画像左端、滑走路先端付近



日帰りプラン３：小江戸佐原

コースコード：EC-３／ご旅行代金：大人お一人様あたり18,500円
最少催行人数：15名様／添乗員：全行程1名同行

名所案内：佐原小野川沿い

日本の物流が水運だった頃に年貢の集積地として栄える佐原。
初の実測による日本地図作製の為に５５歳で測量を開始した伊能忠敬が

１７歳から５０歳までの間、家業である酒造業を引継ぎ、穀物売買や金貸
業など多角経営を開始し、江戸時代の一流ビジネスマンとして活躍をした
地としても知られる。北総の小江戸と言われた雰囲気を残す町並みが伊能
忠敬の功績と共に今に伝える。

佐原の街並みと伊能忠敬(イメージ)
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日帰りプラン４：東京湾横断プラン

コースコード：EC-４／ご旅行代金：大人お一人様あたり18,600円
最少催行人数：15名様／添乗員：全行程1名同行

鋸山・地獄のぞき(イメージ)

名所案内：鋸山・地獄のぞき

皇居のお堀などに使われた房州石の
産地と知られ、遠くから見ると稜線が
ノコギリのように見えるからその名が
ついた。山頂にある崖に突き出た場所
から下を覗く地獄のぞきが見所の一つ。
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東京湾・アクアライン・海ほたるPA(イメージ)

名所案内：東京湾

千葉県・東京都・神奈川
県に囲まれた、世界でも有
数の航行船舶の数を誇る。
京葉工業地帯やテーマパー
クやショッピングモール、
海苔の養殖や海水浴場など、
様々な顔を見せてくれる。
江戸前海産物はこの東京湾
産のものを指す。

名所案内：アクアライン・海ほたるＰＡ

南北に長く広がる東京湾を横断するバイパス道路として開通した。
船舶への影響を考え、東の海上橋と西の海底トンネルの間に船をイメージ

した人工島、海ほたるＰＡがアクアライン利用者の休憩所としてそびえる。
千葉県側のブリッジは日本一長い橋として知られている。



日帰りゴルフプラン

コースコード：EC-５
ご旅行代金：大人お一人様あたり32,500円(4Bキャディ付歩きプレー)
最少催行人数：8名様（最大10組40名）
※添乗員は同行しません。
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★浜野ゴルフクラブ （〒290-0168 千葉県市原市永吉937）
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント開催コース。
2022年春は、千葉県出身の西郷選手が劇的逆転優勝を収めました！！

浜野ゴルフクラブ(イメージ)
※浜野ゴルフクラブホームページより引用

≪重要≫申込条件について
こちらの「日帰りゴルフプラン」は、施設手配条件の都合上、
一次締切の8月12日(金)までに4名様以上のお申込が無い場合は催行中止
とさせていただきますので、ご了承ください。

※一次締切までに4名様以上のお申込があった場合は、引き続き二次締切まで申込みを受け付け
ます。
※詳しくは表紙に記載の「法人会全国大会デスク」までお問い合わせください。



１泊２日プランⒶ：南房総・鴨川 里海里山の旅

名所案内：鯛の浦

南房総の港町、小湊。この
「鯛の浦」の由来は本来、深
海で群生せずに生息する真鯛、
ここでは水深１０ｍ～２０ｍ
に群生をするという世界でも
大変珍しい地域の為。その様
子は「国指定特別天然記念
物」にも選定されている。

鯛の浦(イメージ)

大山千枚田(イメージ)

名所案内：大山千枚田

東京から一番近い棚田の里と知
られ、3.2haに375枚を数える
棚田が階段状に並ぶ。日本の原
風景ともいえる素晴らしい田園
風景が広がる。また、「日本の
棚田百選」に選ばれている。
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コースコード：EC-Ａ
ご旅行代金：和室2～4名1室利用の場合…大人お一人様あたり60,000円

洋室ツイン1名1室利用の場合…大人お一人様あたり70,000円
最少催行人数：15名様（最大40名）／添乗員：全行程1名同行



１泊２日プランⒷ：日本遺産を巡る 北総江戸紀行

コースコード：EC-Ｂ
ご旅行代金：ツインルーム2名1室利用の場合…大人お一人様あたり53,000円

シングルルーム1名1室利用の場合…大人お一人様あたり57,000円
最少催行人数：15名様（最大40名）／添乗員：全行程1名同行

名所案内：銚子

最近では奇想天外な商品を展
開する鉄道会社で知られ、古
くから醤油・漁業の町とも称
される銚子。
春キャベツ（通称：灯台

キャベツ）など名産が多い。
犬吠埼では山頂や離島など

を除き日本一早い初日の出を
見ることができる場所として
知られている。

銚子犬吠埼(イメージ)

名所案内：
国立歴史民俗博物館

歴史学、考古学、民俗学の資
料を展示する、日本最大級の
国立歴史民俗博物館。佐倉城
址の北側にあり、日本の歴史
と文化について研究・展示を
行う。広大な敷地には、先史、
古代から現代に至るまでの資
料がテーマ別に展示している。

国立歴史民俗博物館(イメージ)
15
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◆お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込ください。

•募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB 千葉支店（観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」という）が企画・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。また、旅行条件は、下記によ
るほか、別途お渡しするご旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称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。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
•旅行のお申込み及び契約成立時期
1.所定の申込書に所定の事項を記入し、お申込みください。
2.旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
3.申込金：ご旅行代金全額
•旅行代金のお支払い
旅行代金はお送りする請求書に記載された当社が指定する期日までにお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会
員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日
は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
•取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、ご案内書の取消料表に基づく金額を取消料として申し受けます。
•旅行代金に含まれるもの
1.各旅行日程およびご案内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、入場料・拝観
料等及び消費税等諸税。
2.添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
3.パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。

これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
•旅行代金に含まれないもの
上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。
1.超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。
2.空港施設使用料等（パンフレット等に明示した場合を除きます）。
3.クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
4.ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。
5.運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）。
6.自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
•特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お
客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の
金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
•死亡補償金：1,500万円
•入院見舞金：2～20万円
•通院見舞金：1～5万円
•携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品１個又は1対あたり10万円を限度とします。）
•「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを
受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
1.通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。また申
込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
2.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同
額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りでは
ありません。
•国内旅行保険への加入について
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や
賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分
な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問い合わせください。
•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、又は、お申込個所に
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。）
•個人情報の取扱について
1.当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と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、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、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のため
に必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お
申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたしま
す。
2.当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この
個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、
連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
3.その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に
関するお問い合わせ窓口は次の部署となります。
株式会社JTB お客様相談室 〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
•旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件及び旅行代金は、2022年4月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

ご旅行条件（要約）

本ご案内に使用される写真は特記を除いてadobe stockから使用しています。


