
株式会社近畿日本ツーリスト中部
名古屋法人ＭＩＣＥ支店事業企画 旅行企画・実施年金友の会
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き さき　あいり

落語噺「地獄八景亡者戯」「死ぬなら、今」など死後の世界を舞台とし
た作品をちりばめ、“この世”と“あの世”を行き来して繰り広げる純
愛冒険物語。抱腹絶倒の落語ミュージカルをお届け致します。

出発日・
集合場所（乗車）

2018年 5月14日（月）
5月18日（金）
5月21日（月）

JR安城駅・JR三河安城駅・JR刈谷駅・名鉄知立駅

JR岡崎駅・名鉄東岡崎駅・名鉄西尾駅・名鉄碧南中央駅

名鉄鳴海駅・名鉄太田川駅・名鉄豊田市駅・へきしん豊明支店・JR大府駅

募集期間 平成29年12月20日（水）から
平成30年  2月28日（水）まで

募集人員 各出発日200名
※募集人員になり次第、締め切らせていただきます。
※最少催行人員／120名

旅行代金 お一人様19,000円
※旅行代金に含まれるもの／S席チケット代・バス代・ガイド代・昼食代・
　　　　　　　　　　　　　バス積込（お茶・お菓子）・復路軽食代
※旅行代金に含まれないもの／飲み物代

参加資格 当金庫にて年金を受給されている方1名様につき、
1グループ4名様までご参加できます。
※満18才未満の方のご参加はご遠慮ください。

※乗車場所により、同じ出発日でもバスが分かれる場合があります。同一グループのお客様は、同じ乗車場所にてお申し込みください。　※バスの座席・観覧席は、前方よりお申し込み順とさせていただきます。

※ご希望の出発地をお選び頂けます。

バス会社 名鉄観光バス

※写真は公演内容とは異なります　©宝塚歌劇団

出発地
（バス）

7:00～
8:00発

休憩 休憩 11:40着 11:40

11:45～12:45

13:00（途中、30分休憩）

16:00

16:20

バス到着

昼食・お買い物

開演

終演

バス出発

最寄IC 宝塚IC 宝塚大劇場御在所SA 草津PA

S席指定 星組公演

“Killer”とは、「素晴らしい」や「格好良い」、「魅了する人」等を意味する英語の
スラング。“Rouge（紅色）”をテーマカラーに、星組トップスター・紅ゆずる
の多彩な魅力に迫ると共に、華やかでゴージャスな世界をお届け致します。

キラー 　　　　ルージュキラー 　　　　ルージュ

※天候等の事由により変更の場合があります。

宝塚大劇場
（バス）

16:20発 休憩 休憩 20:00～
21:00着

宝塚IC 最寄IC 帰着地草津PA 御在所SA
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宝塚大劇場でのスケジュール

食事条件 朝食0回・昼食1回・夕食0回※但し、復路バス車内にて軽食をご用意しております。

添 乗 員 同行いたします。

申込方法 チラシ裏面をご覧ください。

日帰りバスツアー



1.まずは近畿日本ツーリスト中部へFAXまたは郵送にてお申し込みください。
　（FAX 052-586-8415　郵送 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-27-2 日本生命笹島ビル16F）
2.近畿日本ツーリスト中部にて申込書を確認次第、旅行代金のお支払方法をご郵送致します。
　同封の専用振込用紙にてお振り込みください。

㈱近畿日本ツーリスト中部 
トラベルサービスセンター 中部

052-533-4451TEL. 052-586-8415FAX.

年金友の会 日帰りバスツアー 参加申込書

（碧海信用金庫内）
年金友の会

お申込・
お問い合せは

旅行企画・
実施

㈱近畿日本ツーリスト中部　トラベルサービスセンター中部 御中
担当 西室（にしむろ）・瀬口（せぐち）・難波（なんば）宛　FAX 052-586-8415

㈱近畿日本ツーリスト中部　トラベルサービスセンター中部 御中
担当 西室（にしむろ）・瀬口（せぐち）・難波（なんば）宛　FAX 052-586-8415

ご希望の出発日
集合場所に

　を付けてください

代表者
（友の会会員）
のお名前

申込方法
※10日間以内に返答がない場合、
　お手数ですがご確認の
　問い合わせをお願い致します。

5月14日（月）
出　発 JR安城駅 ／ JR三河安城駅 ／ JR刈谷駅 ／ 名鉄知立駅

JR岡崎駅 ／ 名鉄東岡崎駅 ／ 名鉄西尾駅 ／ 名鉄碧南中央駅

名鉄鳴海駅 ／ 名鉄太田川駅 ／ 名鉄豊田市駅 ／ へきしん豊明支店 ／ JR大府駅

5月18日（金）
出　発

5月21日（月）
出　発

才 男　・　女

才

才

才

男　・　女

男　・　女

男　・　女

住　所

ふりがな 碧海信用金庫お取引店

支店

〒　　　　　ー

TEL（　　　　　）　　　　　ー

ふりがな
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旅行条件（抜粋）　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますのでご確認の上お申し込みください。
1.募集型企画旅行約款
①この旅行は株式会社近畿日本ツーリスト中部（以下「当
社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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。
この条件書に定めのない事項は当社募集型企画旅行業約款
によります。当社募集型企画旅行業約款をご希望の方は、当
社にご請求下さい。この書面は旅行業法第12条の4による
旅行取引条件書です。また、旅行契約が成立した場合は、旅
行業法12条の5により交付する契約書面の一部になります。
②当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿
泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサー
ビス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることがで
きるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込み
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、おひとりに
つき旅行代金全額を添えてお申し込みいただきます。
3.最少催行人員
最少催行人員に満たない場合は旅行を中止する場合があ
りますが、この場合は出発14日前（日帰り旅行は4日前）ま

でにご連絡いたします。
4.旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のもの
（１）旅行日程に明示した運送機関（特に明示のない場合は
エコノミークラス）の運賃・料金、食事料金、観光料金（税、
サービス料金を含む）。
（２）添乗員が同行する場合は、添乗員経費、団体行動に必要
な心付を含みます。
5.取消料
お申込の後、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一人につき次の取消料をお支払いいた
だきます。またお客様のご都合により、途中で離団された場
合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしま
せん。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

6.旅行内容・旅行代金の変更
天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止など当
社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・料金の大
幅な改定により旅行内容・旅行代金を変更する場合があり
ます。尚お客様のお申し出により旅行内容の変更がある場
合は別途所要経費をいただきます。また運送・宿泊機関の
利用人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で
利用人員が変更になったときは旅行代金を変更すること
があります。
7.特別補償
国内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、お客様が企画旅行参加中に急激かつ外来の事故によ
り、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については、
あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
8.その他
①当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。
②この旅行条件は、平成２９年１２月１日現在を基準として
おります。また旅行代金は平成２９年１２月１日現在有効な
ものとして公示されている航空運貨・適用規則を基準と
して算出しています。

取消日

取消
料率

11日前
まで

旅行開始後
及び

無連絡不参加
10日～
8日前

7日～
2日前 前日 当日

無料 20% 30% 40% 50% 100%

個人情報の取り扱いについて
イ．（株）近畿日本ツーリスト中部（以下「当社」）およびご旅
行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）
は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報につ
いて、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配のた
めに利用させていただくほか、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
範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅
行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さま
のお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報
を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたしま
す。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供
についてお客さまに同意いただくものとします。

ロ．当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発
や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や
対応のために、当社グループ企業および販売店と共同
利用させていただきます。当社グループ企業および販
売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。住
所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履
歴、メールアドレス

ハ．上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針につ
いては、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

〒450-0003　名古屋市中村区名駅南１－２７－２ 日本生命笹島ビル１６階
担当 : 西室・瀬口・難波　営業時間 : (月)～(金)10：00～17：00※土・日・祝日、１２／２８～１／４はお休み
休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。
総合旅行業務取扱管理者：平野 雅伸

０４５０-１７１２-００３

旅行代金算出基準日：平成２９年１２月１日

㈱近畿日本ツーリスト中部
名古屋法人MICE支店

観光庁長官登録旅行業第２０３８号

一般社団法人日本旅行業協会 正会員

事業企画

パンフレットに記載の旅行条件に同意します。また、旅行手配やお買物の便宜等のために必要な範囲内で運送・宿泊機関等、保険会社等へ個人情報の提供について同意の上、旅行に申し込みます

〒450-0003　
愛知県名古屋市中村区名駅南1-27-2　日本生命笹島ビル7階

●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。このご旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、
　ご遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
●旅行申込の際にご提出いただいた個人情報については、お客様との連絡の為や円滑に旅行の手続きや手配をする為に、当社と、へきしん年金友の会（碧海信用金庫内）にて共有させていただきます。


