
お申し込み方法のご案内

ビッグホリデー募集要項・旅行条件（抜粋）（お申し込み前に必ずお読み下さい）

Juice=Juice Fanclub Tour ～Miracle×Juice×Bus2～ in 伊豆

お申し込み

◎旅行期間/2017年3月11日（土）～3月12日（日）1泊2日
◎旅行代金/（お1人様/5～6名1室の場合）東京発/66,800円

◎割増料金/（お１人様）
　●お1人様でご参加のお客様／男女別相部屋（5～6名1室　割増なし）
　●2名様以上のグループでご参加のお客様／下記の部屋定員より選択

※１名１室の設定はありません。
※お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選の結果、当選の場合でもお部屋の数に限りがある為、男女別相

部屋でのご案内をさせて頂く場合もございます。予めご了承ください。
※3名以上1室（5～6名1室相部屋含む）利用で洋室となった場合は、ツインルームにエキストラベッド又はソファー

ベッドとなります。

この書面は旅行業法第12条の４による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同12条の５による
契約書面の一部になります。
１．（１）この旅行はビッグホリデー株式会社が企画・募集し実施する企画旅行です。参加されるお客様と当社との
企画旅行契約は記載されている条件及び下記の旅行条件と当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）の部によります。

（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社募
集型企画旅行契約約款によります。
２．旅行のお申し込み
所定の旅行申し込み書に必要事項を記入し、当社宛までご返送ください。
今回のツアーは、お申し込み多数の場合、抽選とさせて頂きますので予めご了承ください。
３．契約の成立
募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申し込み代金又は旅行代金の全額を受領したときに成立するも
のとします。
４．取消料
お申し込み後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお１人様につき次に定める取消料を
頂きます。なお、コースや日程変更の場合も同様に21日前までは無料、それ以降は下記取消料に準じます。お申し込み
頂きましたお客様が、募集型企画旅行契約の第15条２項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく募
集型企画旅行契約を解除することができます。

５．旅行催行の中止
（１）最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始の前日から起算し
て14日前までにご連絡をし当社がお預かりしている旅行費用は全額お返しし、この旅行契約を解除いたします。
６．旅程保証
（１）旅行日程における重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（募集型企画旅行契約）の規定により、その変更の

★お申し込み方法のご案内
◎最寄りの郵便局より、下記口座番号へお１人様につき申込金20,000円（旅行代金の一部に充当）の振り込みを

お願いいたします。振り込みの控えを申し込み用紙に添付してビッグホリデー内「Juice=Juice Fanclub Tour ～
Miracle×Juice×Bus2～ in 伊豆」デスク係り宛に、FAXまたは郵送にてお申し込みください。

○20才未満の方は、申込書の同意書の欄に保護者の方のご署名、ご捺印が必要です。申込書は必ず郵送にてお送
り下さい。

○16才未満の方は、20才以上のご家族又は会員の保護者の同伴が必要となります。
○お申し込み締め切り日/2017年2月7日（火）（当日消印有効）
○お申し込み後の弊社からの連絡は代表者の方とさせて頂きます。
○お申し込み締切終了後、予約の確認書、残金の請求書をお客様指定の送付先へお送りいたします。
○出発日の10日前頃に最終の日程及び出発に際してのご案内をお送りいたします。
○お申し込み多数の場合は抽選となり、抽選にもれた場合はお申込金は全額返金となります。
　（振込手数料はお客様のご負担となります。）

内容に応じて旅行代金の１％～５％に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われ
る変更補償金の額は、旅行代金の15％を限度とします。又、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。※変更補償金の支払いが必要となる事項につきましては、お申
し込み後にお送りする当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）にてご確認ください。
７． 旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。

（１） 旅行者が当社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていな
いことが判明したとき。

（２） 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
（３） 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
（４） 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等における旅行サービスの提供の中止・官公署の命令その他の当社の
関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不
可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
８． 特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより旅
行者が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った
損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。但し、下記の各号に掲げる事由
によって生じた傷害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。

（１） お客様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
（２） 旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日に生じた傷害及び損害。
（３） スカイダイビング・ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
（４） 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
（５） 補償対象品の置き忘れ又は紛失。
９． このパンフレットは、平成29年1月現在の資料で作成しております。

Juice=Juice Fanclub Tour ～Miracle×Juice×Bus2～ in 伊豆

イベント

日次

❶

月日（曜） 行程 食事

3/11
（土）

❷

東　京 （9：30発）＝（貸切バス）＝ 高速道路利用＝ 静岡着

静岡＝（貸切バス）＝高速道路利用＝ 東　京 （21：00頃着予定）

朝：×
昼：×
夕：○

旅行期間

2017年3/11（土）～3/12（日）1泊2日

旅行代金（お１人様）※子供料金はございません。同額となります。

［東 京 発］ 　66,800円（5～6名1室）

2017年2月7日（火）※当日消印有効

ご旅行のご案内

◎募集人員/350名
◎最少催行人員/80名
◎利用施設/静岡県協定ホテル又は旅館（和室、洋室又は和洋室、風呂・トイレ付）※一部アウトバス・トイレ付
◎食事/朝食（１回）、昼食（１回）、夕食（１回）
◎添乗員/同行しお世話いたします。
◎旅行代金に含まれるもの/行程表上の宿泊代、バス代（※バスガイドは乗務しません。）、食事代、添乗

員経費及び左記にかかわる税・サービス料・イベント費用（お客様の都合による不参加は払い戻しいた
しません。）

◎旅行代金に含まれないもの/個人的な性質の費用（飲食代・クリーニング代・電話代等）、傷害・疾病に関
する医療費、任意の保険料、自宅～出発地までの往復交通費

※タレント本人及び現地事情など不測の事態が生じた場合、旅行または、イベントが変更または中止とな
ることがあります。

※運動を伴うイベントを行う場合もございます。
※イベント開催地及び宿泊先等はシークレットとなり、お問い合わせにはお答えできません。予めご了承く

ださい。
※宿泊のホテルは分宿となります。

取り消し日（出発日を含まず）
取り消し料率

20日～８日前
20％

７日～２日前
30％

前日
40％

旅行開始日
50％

無連絡不参加及び旅行開始後
100％

郵便振込先/00100-8-880049 　  　 ビッグホリデー株式会社

コンサートチケットの先行受付や、ハロプロメンバーが出演する番組観覧のご案内、ここでしか手に入れる事の出来ない
オリジナルグッズの通信販売、オフショット満載の会報を年４回お届け！ミニライブやプレゼント付き抽選会、握手会など
ハロプロメンバーと一緒に過ごすファンクラブイベントは超必見！あなたのご入会お待ちしています！

お問合せ先：03-3560-0722　　営業時間：月～金11：00～13：00/14：00～18：00（土・日・祝・祭日休業）

「Juice=Juice Fanclub Tour ～Miracle×Juice×Bus2～ in 伊豆」デスク
（ビッグホリデー株式会社内）

FAXFAX 03-3818-539003-3818-539003-3818-5390
〒113-8401 東京都文京区本郷3-19-2 BHビル
●お問い合せ/TEL 03-3818-5450　●営業時間/月～金10：00～17：30（土・日・祝・祭日休業）

オフィシャルファンクラブ　　　　　　　　に入ると楽しい企画が盛り沢山！

ビッグホリデー株式会社　御中
下記取引条件説明書に記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申し込みます。 コピー可

※お申込み多数の場合は抽選となります。抽選の結果、当選の場合でもお部屋の数に限りがある為、男女別相部屋でのご案内をさせて頂く場合もございます。予めご了承下さい。
※3名以上1室（5～6名1室相部屋含む）利用で洋室となった場合は、ツインルームにエキストラベッド又はソファーベッドとなります。

男女別相部屋（5～6名１室） ・ 6名１室 ・ 5名１室 ・ ４名１室 ・ ３名１室 ・ ２名１室部屋の希望

各発行物送付先（どちらかに○をつけて下さい） 代表者宛に
一括送付

各個人宛に
それぞれ送付・

株式会社アップフロントプロモーション
株式会社アップフロントインターナショナル
株式会社オデッセー

企画 旅行企画・実施

〒113-8401 東京都文京区本郷3-19-2 BHビル
（社）日本旅行業協会正会員 観光庁長官登録旅行業576号 旅行業務取扱管理者　岡安利一

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に関する責任者です。このご旅行に関し、
ご不明点があれば、取扱管理者にご質問下さい。

ビッグホリデー株式会社と株式会社アップフロントプロモーション、株式会社アップフロントインターナショナルは、旅行申し込みの際にご提出頂いた個人情報について、お客様への
連絡や運送・宿泊機関等の手配の為に利用させて頂くほか、必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。ご同意の上お申込ください。個人情報の取り扱いについて

お申し込み締切日

静岡県協定ホテル 泊

イベント
3/12
（日）

朝：○
昼：○
夕：×

男女別相部屋（5～6名1室）
割増なし

5名1室
割増なし

6名1室
割増なし

4名1室
1,500円割増

3名1室
3,500円割増

2名1室
7,000円割増

東京 お申し込み人員出発地 名様 2017年　　　  月　　　  日

自　宅　TEL　　　　　（　　　 　）

携　帯　TEL　　　　　（　　　　 ）

勤務先　TEL　　　　　（　　　　 ）

留守中連絡先　　　　　続柄（　　　　　　　）

氏名

TEL　  　　（　　　 　）

同意書（未成年の方は必要です。）

保護者名　　 

参加者との続柄（　　　　　　　）

TEL　　　　（　　　　　）

代表者
フリガナ

氏　　名

男　・　女

会員（会員No.022-　　　　　　　　　） ・   非会員

現住所
〒

年 齢 才

都 道
府 県

市 区
郡

印

自　宅　TEL　　　　　（　　　 　）

携　帯　TEL　　　　　（　　　　 ）

勤務先　TEL　　　　　（　　　　 ）

留守中連絡先　　　　　続柄（　　　　　　　）

氏名

TEL　  　　（　　　 　）

同意書（未成年の方は必要です。）

保護者名　　 

参加者との続柄（　　　　　　　）

TEL　　　　（　　　　　）

同伴者
フリガナ

氏　　名

男　・　女

会員（会員No.022-　　　　　　　　　） ・  非会員

現住所
〒

年 齢 才

都 道
府 県

市 区
郡

印

自　宅　TEL　　　　　（　　　 　）

携　帯　TEL　　　　　（　　　　 ）

勤務先　TEL　　　　　（　　　　 ）

留守中連絡先　　　　　続柄（　　　　　　　）

氏名

TEL　  　　（　　　 　）

同意書（未成年の方は必要です。）

保護者名　　 

参加者との続柄（　　　　　　　）

TEL　　　　（　　　　　）

同伴者
フリガナ

氏　　名

男　・　女

会員（会員No.022-　　　　　　　　　） ・  非会員

現住所
〒

年 齢 才

都 道
府 県

市 区
郡

印

当ツアーの模様は、DVD等の映像商品として発売する予定があり、当ツアーにご参加頂く方の映像を使用する場合がございます。また、ファンクラブ会報等の紙媒体にて当ツアー中撮影しました写真を使用させて頂く
場合もございます。貴方の映像、または画像が映像商品や紙媒体に使用されることをご同意頂いた上で、お申し込みください。
●１名様でご参加のお客様は、男女別相部屋（5～6名１室）に○をつけてください。
●２名様以上グループでご参加のお客様は、ご希望のお部屋タイプに○をつけてください。
※多数のご予約が予想され、FAXがつながりにくい場合がございます。お申し込みはお早めにどうぞ。

備考：◎グループを希望する場合は、必ずご一緒にお申し込み下さい。

このツアーは、ファンクラブ会員限定ツアーになります。
※詳しくは「Juice=Juice Fanclub Tour ～Miracle×Juice×Bus2～ in 伊豆」デスクまで
　お問い合わせ下さい。




