≪第 60 回日本胸部外科学会定期学術集会≫

エクスカーションのご案内
この度、
『第 60 回日本胸部外科学会定期学術集会』に参加なされる皆様方のエクスカーションの手配を、
『JTB 東
北 団体旅行仙台支店』が担当させて頂くこととなりました。10 月 18 日（木）
・19 日（金）にかけまして、以下
の４コースをご用意させて頂きました。皆様のご参加を心からお待ちいたしております。
株式会社 JTB 東北 団体旅行仙台支店

宮城を満喫できるオススメの４コース
【Ｎｏ．１ 仙台コース ～伊達家ゆかりの史跡を巡る～】
月日（曜）

日

おひとり様 １０，０００円

程

8：30 出発
１０／１８
（木）

市内ホテル ＝＝ 仙台藩祖伊達政宗公霊屋 瑞鳳殿 ＝＝

瑞鳳殿
＝＝ 青葉城址（天守台） ＝＝ 東洋館（昼食） ＝＝

定禅寺通り

＝＝ 宮城県美術館（コーヒータイム） ＝<定禅寺通り経由>＝ 市内ホテル
16:00 着（予定）

【コースのポイント】
伊達政宗の御廟である瑞鳳殿をはじめ、居城の仙台城址を訪れ、伊達家の栄華を偲びます。
豪華絢爛の桃山建築の瑞鳳殿は一見の価値ありです。昼食は懐石料理をお召し上がりいただきます。

【Ｎｏ．２ 松島コース ～絶景！松島！美食！松島！】
月日（曜）

日

おひとり様 １０，０００円

程

8:30 出発
１０／１８
（木）

市内ホテル ＝<三陸道>＝ 松島桟橋 ～～ 松島湾内遊覧（グリーン席） ～～

松島イメージ
＝＝ 松島桟橋 ＝＝ 田里津庵（昼食） ＝＝ 瑞巌寺 ＝＝
松島イメージ
＝＝ 藤田喬平ガラス美術館 ＝<三陸道>＝ 市内ホテル
16:30 着（予定）
【コースのポイント】
日本三景の松島を訪れ、松島湾内をクルーズ。海と松が織り成す景色はまさに絵画のようです。
昼食は三陸の海の幸を存分にお楽しみ下さい。

【Ｎｏ．３ 蔵王コース ～名峰蔵王と芭蕉が詠んだ山寺探訪～】
月日（曜）

日

おひとり様 ８，５００円

程

8:30 出発
１０／１９
（金）

市内ホテル ＝<東北道>＝ 蔵王（お釜） ＝＝

＝＝ こんにゃく番所（昼食） ＝＝ 山寺 風雅の国 芭蕉記念館 ＝＝

お釜

＝<山形道>＝ 市内ホテル
17:00 着（予定）

山寺
【コースのポイント】
雄大な蔵王連峰の中で、ひと際美しく輝く火山湖のお釜を見学。
季節や時間によって変化する湖面の色は神秘的です。
午後からは幽玄な雰囲気漂う山寺と芭蕉記念館を見学。芭蕉の「閑さ」を味わってみてはいかがでしょうか。
昼食はヘルシーなこんにゃくづくしの昼食です。こんにゃくの刺身は絶品です。

【Ｎｏ．４ 鳴子コース～ 錦秋 紅葉の鳴子峡と鳴子温泉～】
日

月日（曜）

１０／１９
（金）

おひとり様 ７，５００円

程

8:30 出発
市内ホテル ＝<東北道>＝ 鳴子峡（みはらし台） ＝＝

鳴子峡

＝＝ ねまりこの宿 ますや（昼食） ＝＝ 温泉街散策 ＝＝

＝＝鬼首間欠泉 ＝<東北道>＝ 市内ホテル
16:30 着（予定）

間欠泉

【コースのポイント】
深さ１００ｍにもおよぶ大きな峡谷は、紅葉の名所で多くの人が訪れます。高原の爽やかな空気と美しい景色をどうぞ。
温泉街の散策も旅行ならではの楽しみです。鳴子温泉は日本に存在する１１泉質のうちの９種類が湧き出る温泉として
も有名です。昼食は鳴子温泉「ねまりこの宿 ますや」でお膳の料理をゆっくりとお召し上がり下さい。
（紅葉は見ごろが気候条件により変わる場合もございますので予めご了承下さい。）

＜各コース共通案内＞
★旅行期間：2007 年 10 月 18 日（木） ・ 10 月 19 日（金） 日帰り
★募集人員：各コース 30 名（最少催行人員：各コース５名）
★添 乗 員：同行いたします。
★申込締切日：2007 年９月２０日（木）
但し定員になり次第締切りと致します。

ご旅行代金に含まれるもの
① 貸切バス代
② 添乗員費用(1 名が随行いたします)
③ 昼食代
④ 拝観料等入場代金
※個人的な諸費用は含みません。

≪ご旅行のお問合せ≫
ＪＴＢ東北 団体旅行仙台支店
イベント・コンベンショングループ
担当 ：谷地田和成
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-6-1-６Ｆ
ＴＥＬ：０２２-２６３-６７１２／ＦＡＸ：０２２-２６３-６６９３

お申込先：JTB 東北団体旅行仙台支店

FAX：022-263-6693

担当：谷地田

お申込み日：

月

日
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★ご旅行条件について
●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB 東北（宮城県仙台市青葉区一番町３丁目７－２３明治安田生命仙台一番町ビル 3 階 国土交通大臣登録旅行業第 1573 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。

●旅行のお申し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、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段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３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
（３）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。
（４）お申込金（おひとり）

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）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。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程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、及び消費税等諸税。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。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）

●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：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。）
●「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。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様の到達したとき）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）「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。（但し、成立日が旅行開始前日から 14 日目にあたる日より前
の場合は「14 日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」とします。）また取消料のカードの利用日は「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 日間以内をカード利用日として払い戻します。）
（３）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。

●個人情報の取扱について
（１）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、お客様がお申し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に必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情
報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なおこれらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。
●取消料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

取消日
１）14 日目に当たる日以前の解除
２）13 日目に当たる日以降の解除 （３～６を除く）
３）7 日目に当たる日以降の解除 （４～６を除く）
４）旅行開始日の前日の解除
５）当日の解除（６を除く）
６）旅行開始後の解除または無連絡不参加

取消料
無料
旅行代金の２０％
旅行代金の３０％
旅行代金の 5０％
旅行代金の８０％
旅行代金の１００％

●この旅行条件は２００７年３月１日を基準としております。又、旅行代金は２００７年３月 1 日現在の有効な運賃･規則を基準として算出しております。

