
【1-A】三重県桑名市産業観光先進地事例視察ツアーのご案内 

■出発日：2018 年 12 月 11 日（火） ■旅行代金：18,000 円（※移動は貸切バス利用となります。） 

■募集人員：30 名（最少催行人員 20 名） ■添乗員：同行致しません。 

■利用交通機関：全行程貸切バス 

※お申込の際、詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので確認の上お申し込み下さい。 

【スケジュール】集合場所/JR 桑名駅 改札口（東口）前  

集合時間/13：00   

食事 

JR 桑名駅 ==== ◎桑名市役所 ==== ◎エイベックス株式会社多度工場視察 ==== JR 桑名駅 

      13:00  13:15 (※1)   14:00  14:45       (※2)               17:30  18:00 

朝：× 

昼：× 

夕：× 

■行程表表記 (バス：==== 入場：◎) 

(※1)当該活動の概要説明をします。 

(※2)工場見学会及び意見交換会を行います。 

【1-B】大田区産業観光先進地事例視察ツアーのご案内 
■出発日：2018 年 12 月 10 日（月） ■旅行代金：9,700 円（※移動は徒歩となります。） 

■募集人員：20 名（最少催行人員 15 名） ■添乗員：同行致しません。 

■利用交通機関：全行程徒歩（すべて徒歩圏内） 

※お申込の際、詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので確認の上お申し込み下さい。 

【スケジュール】集合場所/東急多摩川線 武蔵新田駅 1 番線ホーム（蒲田方面）改札前  

集合時間/13：15   

食事 

武蔵新田駅 …… ◎日進工業株式会社工場見学 …… ◎くりらぼ多摩川 … 工場棟にて意見交換会 

        13:15  13:30                    15:00  15:20   (※1)   15:50 16:00  ※軽食付   17:30

※意見交換会後現地解散 

朝：× 

昼：× 

夕：× 

■行程表表記 (徒歩：…… 入場：◎) 

(※1)おおたオープンファクトリーの概要・取組をご紹介いたします。  

【1-C/D】北九州市産業観光先進地事例視察ツアーのご案内 

■出発日：2018 年 12 月 5 日（水） ■旅行代金：11,000 円（※移動は貸切バス利用となります。1 日ｺｰｽ・PM ｺｰｽ同額） 

■募集人員：30 名（最少催行人員 20 名） ■添乗員：同行致しません。 

■利用交通機関：全行程貸切バス 

※お申込の際、詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので確認の上お申し込み下さい。 

【スケジュール】集合場所/JR 小倉駅新幹線口大型バス駐車場  

集合時間/（1 日コース）9：30 （PM コース）12：20   

食事 

JR 小倉駅新幹線口大型バス駐車場 ==== ◎安川電機ロボット村見学 ==== JR 小倉駅（昼食は各自） 

                            09:30  10:00                 11:10  11:40  (※1) PM コース組合流 

==== ◎TOTO 第一工場見学 …… ◎TOTO ミュージアム見学及び説明会 ==== JR 小倉駅 

  13:00               14:10  14:30 (※2)見学(60 分)/説明会(40 分) 16:10 16:30 

朝：× 

昼：各自

夕：× 

■行程表表記 (バス：==== 徒歩：…… 入場：◎) 

(※1)午後のみの参加（PM コース）は、12:20 に JR 小倉駅新幹線口大型バス駐車場に集合。 

(※2)工場やミュージアム内はガイドがご案内します。 

説明会は TOTO の概要及び北九州の産業観光についてご説明致します。 

産業観光先進地事例視察ツアー 

のご案内

本事業は観光庁平成 30 年度「テーマ別観光による地方誘客事業」に選定されています。

【２】お申込方法
※別紙申込書にご記入いただき、郵送または FAX にて 

JTB グローバルマーケティング＆トラベル コーポレート営業一課 渡邉/松井宛までお申込み下さい。 

締め切りは 2018 年 11 月 19 日(月)とさせていただきます。

※お申込みの期日より 14 日以内に、ご旅行代金を下記口座までご入金願います。 

ご入金の確認により、正式なお申込みとさせていただきます。

お申込み・お問合せ・書類送付先 

株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル  

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ･ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ営業部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ営業一課 担当：渡邉/松井 

 〒140-8604 東京都品川区東品川 2-3-14東京ﾌﾛﾝﾄﾃﾗｽ 7階

ＴＥＬ：03-5796-5462 ＦＡＸ：03-5495-0681
（営業時間 月曜日～金曜日  09:30～18:00 休業／土・日・祝祭日）

※お申込みの方に予約回答書をＦＡＸもしくは郵送にてご連絡申し上げます。 

※予約確認書の送付は 2018 年 10 月中旬以降郵送となりますので、予めご了承願います。 

（予約確認書ご送付に代わり、ＦＡＸの送信及び手配可否についてご連絡させて頂く場合がございます。） 

【３】変更・取消しについて 
※契約成立後の取消に関しましては、以下の取消料を申し受けます。予めご了承願います。 

取消日 
出発日の 10 日前

～8 日前迄 
７日前～２日前 

出発日の前日
当日 

無連絡不参加及び

旅行開始後 

取消料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

※予約の変更・取消の場合は、当社営業時間内にＦＡＸまたはお電話にてお申し出ください。 

【４】ご旅行代金のお支払について 
※お支払は下記のいずれかの方法にてお願いします。 

Ａ：銀行振込 

振込口座 
三菱 UFJ 銀行 新丸の内支店 （普通）4755586
カ）ジェイティービーグローバルマーケティングアンドトラベル 

Ｂ：クレジットカード 

クレジットカードご利用希望の方には、お申込の後、上記担当までご連絡いただけますようお願いいたします。 

「ＶＩＳＡ」「MASTER」「ＤＩＮＥＲＳ」「ＪＣＢ」「アメリカンエキスプレス」「ＵＣ」がご利用になれます。 

カード決済の場合、通信契約でのお取扱いとなります。



ＦＡＸ：03-5495-0681  コーポレート営業一課 渡邉/松井 宛

◆お支払い方法 
該当するものに☑印をしてください。 
□銀行振込 □クレジットカード（□VISA □MASTER □DINERS □JCB □ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ □UC） 

※注意１：銀行振込の場合、振込手数料はご本人様のご負担となります。 
※注意２：お申込みは、郵送または FAX でお願いします。（クレジットカードでの通信契約ご希望の方は、個人情報保護の  
観点から、FAX での送信はお控えください。） 

《お申込書送付先》 

株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル  

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ･ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ営業部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ営業一課 担当：渡邉/松井

〒140-8604 東京都品川区東品川 2-3-14東京ﾌﾛﾝﾄﾃﾗｽ 7階

ＴＥＬ：03-5796-5462 ＦＡＸ：03-5495-0681
（営業時間 月曜日～金曜日  09:30～18:00 休業／土・日・祝祭日） 

《当ツアー参加者への参加条件・注意事項》 

○ 産業観光を前向きに導入検討している、企業や行政を含む組織の方を参加対象とします 

○ 同業者の方はご参加をご遠慮ください 

○ 工場内の写真撮影は一部制限されます 

○ 安全確保上の観点から受入人数に制限があります 

※ 工場ごとに条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください 

※申込締切日：2018 年 11 月 19 日（月） 申込書
 お申込み日：     年  月  日 受付日：ＪＴＢ記入

お名前 

ご住 所 

〒 

ご連絡先（自宅/携帯） -    -     /    -    - FAX 番号 -   - 

お勤め先  
お勤め先

住所 

希望のコースに○

をつけて下さい。 

（     ）  【1-A】三重県桑名市産業観光先進地事例視察ツアー

（     ）  【1-B】大田区産業観光先進地事例視察ツアー

（     ）  【1-C】≪1日コース≫北九州市産業観光先進地事例視察ツアー 

（     ）  【1-D】≪PMコース≫北九州市産業観光先進地事例視察ツアー 

産業観光先進地事例視察ツアー

各地域の魅力をさらに楽しんでいただくために、前泊後泊の宿泊手配も承ります

《ご旅行条件のご案内（要約）》 
お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。 

【募集型企画旅行契約】 

この旅行は、（株）ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル観光庁長官登録旅行業第 1723号。以下「当社」と言う）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」）を締結することにな

ります。又、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）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。 

【旅行のお申込み及び契約成立】 

所定のお申込書に所定の事項を記入し、郵送にてお申し込み下さい。ファクシミリでのお申し込みもお受けいたしますが、個

人情報保護の観点から、ファクシミリの誤送信には十分ご注意下さい。郵便、ファクシミリでお申し込みの場合、当社が予約

の承諾の旨通知した翌日から起算して 14 日以内に申込金の支払をしていただきます。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。本ツアーでの申込金は旅行代金全額となります。 

【旅行代金のお支払い】 

旅行代金は、旅行出発日からさかのぼって 13 日目にあたる前（お申込みが間際の場合は当社が指定する期日までにお支

払い下さい。クレジットカードでのお支払いをご希望の方は、次の「通信契約」でのご契約となります。 

※通信契約での旅行条件 

当社が提携するクレジットカード会社のカード会員の方で、カードでのお支払いをご希望のお客様とは、通信契約（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）を条件に旅行のお申込みを受けます。通信契約による旅行契約成

立は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時、当社が

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達した時となります。 旅行代金のカー

ド利用日は「契約成立日」とします。 また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が

旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算

して 7 日以内（減額又は旅行開始後の解除の場合は、30 日以内）をカード利用日として払い戻します。  

【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

規定に基づき、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：１５００万円／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個あたり 10 万円を限度とします。） 

【国内旅行保険への加入について】

旅行先において、けがをした場合は、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、販売店の係員にお問合

わせ下さい。 

【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・宿泊機関等サービス提携機関、又は、お申込

店にご通知ください。（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】 

当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利

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において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれ

らのサービスの受領のために手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 

【旅行条件・旅行代金の基準】 

この旅行条件は、2018 年 10月 1日を基準としています。又旅行代金は、2018 年 10 月 1日現在の有効な運賃・規則を基準

として算出しています。 

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ございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

旅行企画・実施  株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル 

観光庁長官登録旅行業第 1723 号 日本旅行業協会正会員 

〒140-8604 東京都品川区東品川 2-3-14 東京ﾌﾛﾝﾄﾃﾗｽ

お問合せ・お申込は 

株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ･ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ営業部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ営業一課 担当：渡邉/松井 

ＴＥＬ：03（5796）5462 ＦＡＸ：03（5495）0681 

東京都品川区東品川 2-3-14東京ﾌﾛﾝﾄﾃﾗｽ 7階

総合旅行業務取扱管理者： 岡本 修爾 


