３月１４日出発

共同特別企画

×

先着３０名限定

写真提供 勝村祐紀（勝村写真事務所）

写真提供 勝村祐紀（勝村写真事務所）

【特典１】

【特典２】

公演後に実施される楽団員
とのミニパーティに参加！

Ｓ席チケットを特別
価格でご用意！

（楽団員の参加人数・参加者は、事前には分
かりかねます）

（座席の指定は出来かねます
ので、ご了承ください）

【特典３】
添乗員同行で安心
な旅をサポート！
（各施設の移動は、専用のバス
にてご案内いたします）

【公演内容】

ご旅行代金 （お一人様 税込） 日時：３月１４日（土）１９：００開演
場所：サントリーホール
１名１室 ９０，２００円
指揮：小泉 和裕（九州交響楽団音楽監督）
ベートーヴェン／交響曲第４番 変ロ長調 作品６０
２名１室 ８６，５００円
Ｒ．シュトラウス／交響詩「英雄の生涯」 作品４０

写真提供 サントリーホール

【３月１４日（土）】 ◆集合時間 ８：００ ◆集合場所 福岡空港 国内線ターミナル

基本コース 小石川後楽園 散策
ANA244 貸切バス🚌 ⇒
（13：40～15：40）
福岡空港 ✈✈ 羽田空港 ＝＝ むさし野（池袋） ＝＝
9：00
10：40 11：30 12：00 12：45

東京芸術劇場 ＝＝
16：15

オプショナルプラン （※１） 先着20名限定
読売日本交響楽団 R．シュトラウス「英雄の生涯」観賞ツアー
（14：00～16：00）
＝＝ ホテル（チェックイン／自由時間） ＝＝ 九州交響楽団
16：45
17：40
18：00

東京公演 鑑賞・楽団員とのミニパーティ ＝＝ ホテル

【３月１５日（日）】
貸切バス🚌 ⇒
ホテル ＝＝ 皇居前広場 ＝＝ 旧東京音楽学校奏楽堂 ＝＝ 浅草
9：00
9：15
9：45
10：15
11：00
11：30

22：00

22：15

ANA263
自由行動 ＝＝ 羽田空港 ✈✈ 福岡空港
14：00
15：00 16：25
18：25

【ご旅行代金に含まれるもの】
・往復航空券、ホテル宿泊代（シングルルームorツインルーム）、専用バス代、食事代（朝１回・昼１回）、九州交響楽団 東京公演Ｓ席チ
ケット、公演終了後の楽団員とのミニパーティ費用
【ご旅行代金に含まれないもの】
・オプショナルプランの代金、２日目の昼食、個人的費用

（※１） オプショナルプランは、別途チケット代金６，８４０円（税込）が加算されます。（先着２０名限定）
【公演内容】
日時：３月１４日（土）１４：００開演 場所：東京芸術劇場 指揮：セバスティアン・ヴァイグレ
ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第５番 変ホ長調 作品７３「皇帝」
Ｒ．シュトラウス／交響詞「英雄の生涯」 作品４０

【092-771-0208】
までＦＡＸにてお申込ください。

九州交響楽団東京公演鑑賞ツアー申込書

【オプショナルプラン】

フリガナ

参加の方はレ点チェックをお願いします。

代表者氏名
男 ・ 女
（
歳）

□ 読売日本交響楽団鑑賞
別途チケット代金６，８４０円（税込）が
加算されます。

名（代表者含）

同行者人数

フリガナ

フリガナ

フリガナ

同行者

男 ・ 女 （
オプショナル
プラン

歳）

男 ・ 女 （

歳）

男 ・ 女 （

歳）

□ 読売日本交響楽団鑑賞

□ 読売日本交響楽団鑑賞

□ 読売日本交響楽団鑑賞

別途チケット代金６，８４０円（税込）が
加算されます。

別途チケット代金６，８４０円（税込）が
加算されます。

別途チケット代金６，８４０円（税込）が
加算されます。

※ご要望及び事前にお知らせが必要な場合はこちらにご記入ください（禁喫、食事アレルギー有無等）。但し、ご要望につきましては、ご希望に添えない
場合がございますので、ご了承くださいませ。

備考
旅行条件 ※交通事情及び天候等の状況により、所要時間・コースが変更になる場合があります。また、公演内容も、都合により変更する場合があります。
あらかじめ、ご了承ください。
募集人数
・・・ ３０名（最小催行人員１５名：お申込が１４名様以下の場合、中止とさせていただくことがございます。）
宿泊ホテル ・・・ ホテルユニゾ新橋（ツイン又はシングルルームをご準備いたします。）
輸送機関 ・・・ 貸切バス（大型）［ヤサカ観光バス〕
添乗員
・・・ 同行いたします。
食事
・・・ 昼食１回、朝食１回
申込方法 ・・・ 上記のお申込書にご記載いただき、ＦＡＸにてお送りください。お申込は先着順で、締切は２０２０年１月１０日とさせていただきます。
お申込みのご案内（お申込みいただく前に、この頁と表紙コース内容・条件等を必ずお読みください。
１．募集型企画旅行契約
⑴この旅行は、九電旅行サービス（以下「当社」といいます。）が企画・募集・実
施するものであり、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」といいます。）を締結することになります。
⑵旅行契約の内容・条件は、募集パンフレット（以下「契約書面」といいます。）・
インターネットホームページ上に掲載されている旅行条件書・出発前にお渡しす
る最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「約
款」といいます。）によります。
２．旅行契約のお申し込みおよび契約成立
⑴ 当社において、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Ｅメール及びその他の方
法にてお客様からの旅行契約のお申 し込みまたはご予約を承ります。⑵ご来
店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金
を添えてお申込みいただきます。
⑶当社は電話、郵便、ファクシミリ、Ｅメール及びその他の通信手段（「以下電話
等」）による旅行契約のお申し込みを受け付ける場合がございます。この場合、
契約はご予約の時点では成立しておらず、当社がご予約の承諾の旨を通知し
た日の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金を提出していただ
きます。この期間内に、申込金を提出されない場合、当社はお申込みがなかっ
たものとして取り扱いいたします。
⑷申込金の額は以下の通りです。なお申込金は「旅行代金」「取消料」「違約
金」のそれぞれの一部または全部として取り扱いいたします。

６．取消料
⑴旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代
金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人
数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様か らは1 室
ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
◆国内旅行に係る取消料< 表 1 >
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

取消料(おひとりさま)

1)21日目にあたる日以
前の解除

無料

2)20日目にあたる日以
降の解除（3～6を除く）

旅行代金の20％

3)7日目にあたる日以降
の解除（4～6を除く）

旅行代金の30％

旅行代金
（おひとり
さま）

2万円
未満

5万円
未満

10万円
未満

15万円
以上

4)旅行開始日の前日の
解除

旅行代金の40％

お申込金

5,000円

10,000円

20,000円

旅行代金
の20％

5)当日の解除(６を除く)

旅行代金の50％

6)旅行開始日の解除ま
たは無連絡
不参加

旅行代金の100％

３．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日目にあたる日よ
り前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１
４日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定す
る期日までにお支払いいただきます。
４．旅行代金に含まれるもの
⑴旅行日程に明示した観光の料金（バス料金）
⑵旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金
⑶旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
⑷添乗員同行費用（添乗員同行の有無はﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに明示いたします。）
⑸旅行日程中（1日目出発場所⇔2日目解散場所）における旅行傷害保険料上
記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しは
いたしません。
５．旅行代金に含まれないもの第４項の他は旅行代金に含まれておりません。
その一部を以下に例示いた します。
⑴コースに含まれない交通費、クリーニング代、電報電話料、その他の追加飲
食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
⑵自宅から発着場所等集合・解散地点までの交通費・旅程記載以外の宿泊費
等。

⑵当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用 便・
宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も‹表１›の取消料の対象となります。
ただし、当該パンフレットの「取消料等」に当社の定める期限を記載している場
合は、当該期限以降の変更はできません。
⑶旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日におい
てお客様が旅行契約を解除したものとし、‹表１›の料率で違約金をいただきま
す。７．添乗員と旅程管理
⑴添乗員の同行の有無は募集パンフレットに明示いたします。
⑵添乗員の同行する旅行においては添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施す
るため必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行
います。
８．旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定の
率を乗じた額の変更補償金をお支払いいたします。詳しくはインターネットホー
ムページ上に掲載の旅行条件書（全文）でご確認ください。

９．個人情報の取扱いについて
⑴当社は、旅行申し込み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し込
みいただいた旅行において運送・宿泊機関など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の手続きに必要な範囲内で利用させていた
だきます。
※このほか、当社及び取扱旅行会社では、①会社及び会社と提携する企業商
品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提
供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作
成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
⑵当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号
またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範
囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同利用させていただきます。
当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案
内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがご
ざいます。
⑶当社は、旅行際でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個
人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名等
の個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することに
よって提供します。なお、これらの事業所への個人データの提供の停止を希望
される場合は、当社窓口あて、出発前までにお申し出ください。
１０．旅行条件・旅行代金の基準
の旅行条件は２０１９年11月１日現在の運賃、料金を基準としています。
また、旅行代金は２０１９年11月１日現在有効なものとして公示されている
交通機関運賃・適用規則または現在国土交通大臣に認可申請中に交通機関
運賃・適用規則を基準として算出しています。

【企画お問い合わせ先】

九電旅行サービス
（九電産業株式会社 旅行部）
観光庁長官登録旅行業 第1879号

【Ｔ Ｅ Ｌ】
【担
当】
【営 業 時 間】

０９２－７３1－４８９１

緒方 ・ 古川
月～金／10：00～17：30
定休日 土曜・日曜・祝日
【住 所】
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通2-1-82
電気ビル北館6階
【旅行取扱管理者】 大石 亮

