
【企画協力】
ゴリパラ日奈久フェス実行委員会　　㈱ワタナベエンターテインメント 九州事業本部

【旅行企画・実施／お問合せ】

㈱JTB 福岡支店  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
〒810-0072  福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル2階
TEL：092-731-0685　FAX：092-288-2668
営業時間：平日9:30～17:30　総合旅行業務取扱管理者：新井 英輔　担当者：岡部／井立田／岩永

承認番号：2019-3781

写真提供：㈱テレビ西日本

写真提供：㈱テレビ西日本

写真提供：㈱テレビ西日本

写真提供：㈱テレビ西日本

写真提供：㈱テレビ西日本

写真提供：㈱テレビ西日本

ツアー
の魅力

★テレビ西日本で放送中「ゴリパラ見聞録」主催のイベント「ゴリパラ日奈久フェス」
　バスツアー参加者のみが入場できる特別ステージへのチケット付き1泊2日バスツアー！
★1日目はステージを存分に楽しみ、2日目は日奈久の街をぶらり楽しめるゆったりプラン
★日奈久の街ではスタンプラリーやコラボグルメが楽しめる！
　日奈久名物のあの人にも会えるかも！？
★ゴリけんの故郷・日奈久の街へゴリパラキッズ大集合！キッズ同士でゴリパラを語り合おう！
※ゴリけん・パラシュート部隊 他タレント及び番組スタッフは同行致しません。

熊
本

県 八代・日奈久温泉1
泊2
日

1月23日（木）23時59分まで
※今回は抽選です。1/27（月）～29（水）にご登録アドレスへ抽選結果をお送りします。

2020年4月4日（土）▶4月5日（日）1泊2日

申込締切



宿泊：日奈久温泉旅館 または 八代市内ホテル

b@lf[o日奈久2%r  熊本県 八代・日奈久温泉1泊2日
〈募集人員452名　最少催行人員400名　1名様からお申込みいただけます。〉

■募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTB福岡支店（福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル2階、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
当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、必要事項を
お申し出のうえ下記の申込金を添えてお申し込みください。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。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、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日か
ら起算して3日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしてい
ただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したと
きに成立いたします。
お申込金（おひとり様）：お申込時に旅行代金全額をお支払い下さい。
■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60日目にあたる日以降21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、次の金額を取消
料として申し受けます。（お1人様）

■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＊旅行日程に明示した観光の料金
（フェスの入場チケットは無料）＊旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サー
ビス料金＊旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金（日奈久地区
にご宿泊の場合のみ夕食あり）＊添乗員同行費用
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
行程に含まれないもの・その他個人的費用
■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：2,500万円　・入院見舞金：4～40万円
・通院見舞金：2～10万円
・携行品損害補償金：お客様1名あたり15万円を上限とします。
　（但し、補償対象品1個あたり又は1対あたり10万円を上限とします。）
■「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いができない場合が
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。）
⑴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、その通知がお客様に到達
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。
⑵「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。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。）
⑶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
ご旅行中、病気・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、販売店の係員にお問合せください。
■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・ガイド、または、
最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。（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
⑴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。
⑵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。
⑶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
この旅行条件は2020年1月17日を基準としています。又、旅行代金は2020年
1月17日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

〈凡 例〉◎は入場観光／○は下車観光／△は車窓観光　〈記入例〉バス 111　徒歩 ………  ※上記スケジュールは交通機関・道路状況等の事由により変更になる場合があります。
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料金区分 宿泊エリア ご旅行代金 当選想定人員 ご案内

月日（曜）

4/4
（土）1

4/5
（日）

大人・こども
おひとり様
（同一料金）

日奈久温泉
（旅館）

八代市内
（ホテル）

※お子様のみの
　ご参加は
　できません。

2

スケジュール （　）内は滞在予定時間

【博多駅発 受付】　時間：8:15～9:00　　 場所：オリエンタルホテル福岡 博多ステーション3階 宴会場
【新八代駅発 受付】時間：11:00～11:30　場所：新八代駅東口駅前広場

日奈久温泉旅館
博多駅筑紫口 111 新八代駅東口駅前広場（乗車のみ） 111 ◎ゴリパラ日奈久フェス

八代市内ホテル

日奈久温泉旅館
〇日奈久を街ブラ 11111 新八代駅東口駅前広場（降車のみ） 11111 博多駅筑紫口

八代市内ホテル

金波楼 和室3～4名1室利用
金波楼 和室5～6名1室利用
あたらし屋旅館 和室4～6名1室利用
不知火ホテル 和室3名1室利用
新浜旅館 和室4名1室利用
ひらやホテル 和室5名1室利用
ホテル潮青閣 和室4名1室利用
ホテルルートイン八代 シングル1名1室利用
ホテルルートイン八代 ツイン2名1室利用
八代グランドホテル シングル1名1室利用
八代グランドホテル ツイン2名1室利用
ホテルウィングインターナショナル熊本八代 シングル1名1室利用
セレクトロイヤル八代 シングル1名1室またはツイン2名1室利用
HOTEL AZ 八代宮原店 シングル1名1室利用

■【ゴリパラ日奈久フェス  熊本県 八代・日奈久温泉1泊2日】下記URLやQRコードよりお申込みください。
URL：https://expo2.jtb.co.jp/tabeatlottery/InputAcceptLotteryCourse.aspx?tourno=4194594617324b9cb302a223
専用の予約サイトから申し込みフォームにご入力頂き送信下さい。専用の予約サイトリンクQRコード
■エントリー完了後、お客様に当落発表期間と当落確認URLが記載されたサンキューメールが
　自動送信されます。※同じメールアドレスで1度だけエントリー可能です。
■当落発表期間内（1/27（月）～1/29（水））にお客様が抽選結果確認画面にアクセスし、受付番号と
　メールアドレスを入力して当落確認をお願いします。（期間中は何度でも確認できます）
■当選したお客様は当選画面に記載のURLから購入画面に入り、クレジットカード決済をお願いします。
※当落発表期間内にご購入手続きが確認できない場合は、当選が無効となりますのでご注意ください。
※お子様のみのご参加はできません。保護者同伴が条件です。

37,000円
36,000円
30,500円
30,500円
30,500円
31,500円
34,000円
29,500円
28,500円
27,500円
27,000円
28,500円
29,000円
25,000円

12名
15名
20名
12名
12名
10名
24名
72名
40名
18名
26名
60名
86名
45名

食  事

旅行条件書（要約）お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

（日奈久温泉神社）

（スタンプラリー・DVDサイン会など）

9:00発 11:30発

10:00発

10:00発

14:30発 15:00着 17:30着

12:00開場／16:00終了

朝：－
昼：○

夕：※
（オリジナル弁当）紙パックお茶

（日奈久：○）八　代：－

朝：○

昼：－

夕：－

■ご宿泊のご案内
左記 旅館・ホテル
（シングルまたはツインまたは和室）
■食事条件
昼食1回、朝食1回
（夕食は日奈久地区宿泊のみ1回）
■利用バス会社
西鉄観光バスまたは九州産交バス
■添乗員
全行程添乗員が同行致します。
■タレント・番組スタッフは同行致しません。
現地でイベントをお楽しみください。
■フェスの座席、客室の喫煙・禁煙はおまか
せいただきます。
■遅れた方はバスにご乗車いただけませ
ん。ご自身でお越しください。
■バスの乗降場所は博多駅か新八代駅を
お選びいただけます。

1. 21日目にあたる日以前の解除
  （日帰り旅行にあっては11日目）
2. 20日目にあたる日以降の解除
  （日帰り旅行にあっては10日目）
  （3～6を除く）
3. 7日目にあたる日以降の解除
  （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（お1人様）

無　料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

契約解除の日

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

総合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。
この旅行契約に関し担当者からの説明にご不
明な点があればご遠慮なく上記の取扱管理者
にお尋ねください。

株式会社JTB 福岡支店
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
〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル2階
TEL：092-731-0685
FAX：092-288-2668
営業時間：月～金 9:30～17:30（土・日・祝祭日休業）
総合旅行業務取扱管理者：新井 英輔
担当：岡部／井立田／岩永

【旅行企画・実施】
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