
■ご旅行期間：

5日間

＜ご挨拶＞

天台宗海外伝道事業団
天台宗務庁
比叡山延暦寺

■旅行代金
（おひとり様〈2歳以上〉・
2名様一室ご利用の場合）205,000円
※おひとり様部屋追加代金／87,000円（相部屋可）

※上記旅行代金には国内空港施設使用料及び旅客保安サービス料（大人〈12歳以上〉2,610円、小人
〈2歳以上12歳未満〉1,570円）海外空港諸税・燃油サーチャージが含まれておりません。別途必要と
なりますのでご了承ください。詳しくは裏面をご参照ください。 当コースの海外空港諸税の目安額
は5,800円、当コースの燃油サーチャージの目安額は21,600円（目安）（2018年5月1日現在）

他に相部屋希望の方がいらっしゃらない場合は、おひとり様部屋追加代金がかかります。

■最少催行人員／25名様　■募集人員／35名様　■食事条件／朝3回・昼1回・夕1回（機内食を除く）
■添乗員／同行致します　■利用航空会社／デルタ航空
■航空機の利用クラス／エコノミークラス　■利用ホテル／シェラトン・ワイキキ［指定］
■利用ホテルグレード／デラックスクラス（当社基準）　※右記スケジュールは、航空機、バスなど交通機
関の都合や天候、現地事情により旅程・見学個所・訪問順序、食事内容が変更になる場合がございます。 
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ホノルル着。着後、別院へ
天台宗ハワイ別院着
［天台宗海外開教・ハワイ
別院開創45周年記念法要］
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夕食はレストランにてお召し
上がりいただきます
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■旅程　コース番号：HW700
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企画主催 旅行企画・実施

後援

平成30年11月25日（日）〜11月29日（木） 〈5日間〉

利用ホテル

シェラトン・
ワイキキ
オーシャンビュー

（お部屋から海が望めます）
指定

外観

　宗内諸大徳様はじめ皆々様には、日頃より天台宗海外伝道事業団の活動に、格別なるご高配を賜り厚く 
御礼申し上げます。
　さて、本年は天台宗の海外開教、並に、ハワイ別院開創45周年を迎えます。これひとえに、天台宗、比叡山延暦寺様
はじめ多数の方々のご協力と、ハワイ別院荒住職のご努力によるものと心より感謝、御礼申し上げます。
　天台宗海外開教はこの45年間に、ハワイ、北米、インド、南米、更にヨーロッパにと広がりを見せております。 
ハワイにおける宗教事情は近年急速に変化し、特に仏教各宗の寺院護持は信徒の減少等大変厳しい状況下
にあり、天台宗ハワイ別院も例外ではありません。このような時に当たり、天台宗海外開教・ハワイ別院の充
実発展を願い標記記念法要をハワイ別院にて厳修致したく記念参拝団を計画いたしました。

　皆々様には、どうぞお誘いあわせの上、ハワイ別院参拝団にご参加下さいますようご案内申し上げます。
天台宗海外伝道事業団　理事長　山田俊和

Hawaii

オアフ島

ホノルル

天台宗�ハワイ別院

天台宗海外開教45周年記念
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ご予約・お問い合わせは

企画に関するお問い合わせ先

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ありましたら、ご遠慮なく右記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

※�お申し込み・お問い合わせの際は受付係員に「天台宗�ハワイ別院参拝団」
とお伝えください。
※番号はお間違えのないようにお願いいたします。

観光庁長官登録旅行業第1847号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者／
岸本�秀之　山本�秀幸

〒153-8589�東京都目黒区青葉台3-6-28�住友不動産青葉台タワー
（株）阪急交通社�東日本営業部�営業一課

〒350-1162�川越市南大塚2−3−11（西福寺内）
天台宗海外伝道事業団事務局分室

180000-B005357500�【承認803051-6420】

旅行企画・実施：「天台宗 ハワイ別院参拝団」係

_03-6745-1801
_090-3349-2341

03-6745-7371
049-246-0026

c
c

（月）〜（金）10：00〜17：30（土・日・祝は休業）受付時間

コース番号 HW700

〈ご注意〉�※国内線は、各便とも別予約が必要になります。また、便指定を承ることはできません。�※羽田空港乗り継ぎの場合、羽田↕成田間の交通費（リムジン3,100円）は各自にてご負担
いただきます。�※成田空港の国際線発着時間や国内線の空き状況により、同日乗り継ぎができず、前泊が必要になる場合がございます。又、後泊は必要となります。その場合の宿泊費は
各自にてご負担いただきます。�※満席で予約出来ない場合はご利用いただけません。�※片道利用の場合は半額となります。�※伊丹空港・関西国際空港の指定を承ることはできません。

発着地（往復） 追加代金（おひとり様）
名古屋・大阪（伊丹・関空） 32,000円

札幌・福岡 48,000円

ご案内とご注意

まずは下記の手続きに従ってご予約ください。

フ　リ　ガ　ナ 性
別 〒郵送先住所／電話番号 苑名での

連絡可否 生年月日お　名　前

1 男
・
女

〒
TEL　　（　　　） 可・否 昭・平　　年　　月　　日

2 男
・
女

〒
TEL　　（　　　） 可・否 昭・平　　年　　月　　日

3 男
・
女

〒
TEL　　（　　　） 可・否 昭・平　　年　　月　　日

4 男
・
女

〒
TEL　　（　　　） 可・否 昭・平　　年　　月　　日

お申し込みはFAX又は郵送にて下記までお送りください。

●申込締切日:2018年9月28日（金）※�但し、定員になり次第締切らせていただきます。

天台宗 ハワイ別院参拝団参加申込書

①お申し込みは「参加申
込書」にご記入の上、
FAX又は郵送にてお送
りください。

②�正式参加申込書・お振込みのご案内・オプ
ショナルツアー申込書・渡航手続書類な
どをお送りします。到着後に申込金をお
支払いください。

③�申込金・正式参加
申込書の受理をも
って契約の成立と
なります。

④�旅行代金から申込金を差し引いた残
金は旅行開始20日前頃以前にお知ら
せします。お振込みのご案内到着後
にお支払いください。

⑤�旅行日程表（確定
書面）はご出発の
10日前頃にお送
りします。

ご出発

■海外危険情報、現地の治安・病気について
渡航先（国、または地域）によっては、外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が
出されている場合があります。お申し込みの際にご確認ください。海外渡航関連情報は、外務省海
外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
●外務省　TEL：03-3580-3311　URL：http：//www.anzen.mofa.go.jp/ 
●厚生労働省検疫所　URL：http：//www.forth.go.jp/

■燃油サーチャージのご案内
各航空会社では、昨今の世界的な航空燃油価格の高騰を受け、「燃油特別付加運賃・料金（以下、燃油サーチャージ）」を設定し、国土交通省に申請・許可されま
した。それに伴い当社といたしましては、2005年4月1日出発のツアーより旅行代金とは別途お客様にお支払いいただくことになりました。今後、燃油サー
チャージは変動する場合がございます。残金請求時に旅行代金とともに請求させていただきますのであらかじめご了承ください。

■アメリカ入国における旅券(パスポート)の有効残存期間について
アメリカ入国の際、旅券(パスポート)有効残存期間は「帰国日まで有効なもの」ですが、旅券(パス�ポート)の有効期間が「入国時90日未満」の場合、アメリカ入国審査
官の判断によっては入国の審�査にお時間がかかったり、最悪入国を拒否される場合がございます。そのため、有効残存期間が90�日未満の場合、旅券(パスポート)の
更新をしていただきますようお願い申し上げます(日本国籍以�外の方はお問い合わせください)。

■ESTA(電子渡航認証)について
アメリカでは入国に際し、あらかじめESTA(電子渡航�認証)の取得が必要となります。弊社にご依頼の場合は�申請料金14ドル相当額+手数料5,000円(税別)にて承�
ります。詳しくはお申し込み後お送りするご案内をご参�照ください ■国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税のご案内

旅行代金には国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税が含まれておりませ
ん。各コース・発着地毎の金額については表面をご参照ください。残金請求時に旅行代金とと
もに請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。海外空港諸税は予告無く変更
又は、新設される場合がございます。

※オプショナルツアーのお申込みは後日のご案内とさせていただきます。 ※ビジネスクラス利用をご希望の方はお問い合わせください。

キリトリ

※�ご同伴の方のお名前・ご住所もお知らせください。後日、ご参加の皆様に正式なお申込み書をお送りさせていただきます。
※代表の方は一番上にお名前をご記入ください。�

※書類送付先・・・□代表者　□各自（ご希望の送付先に 印をご記入ください）

1. 募集型企画旅行契約
⑴�このご旅行は株式会社阪急交通社［観光庁長官登録旅行業第1847号］（以下当社といい
ます）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
行契約を締結することになります。
⑵�当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する運送、宿泊
その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることがで
きるように手配をし、管理することを引き受けます。
⑶�募集型企画旅行契約の内容、条件はこのパンフレット、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日
程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます）によります。

2. お申込み（旅行契約）
⑴�当社または当社の受託営業所にて（以下「当社ら」といいます）当社所定の旅行申込書に所
定の事項を記入のうえ、お1人様につき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、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

区　　　分 申込金（お1人様）
　旅行代金が150万円以上 400,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が100万円以上150万円未満 300,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が50万円以上100万円未満 200,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が30万円以上50万円未満 100,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が15万円以上30万円未満 60,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が3万円以上15万円未満 30,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が3万円未満 旅行代金まで
　�また、旅行契約は、当社が締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。ただし、
特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
⑵�当社らは、電話、郵便・ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け
付けます。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約承諾の旨を通知し
た日の翌日から起算して3日以内に申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内
に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱いする場合があります。

3. お申込み条件
⑴�未成年の方は保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。
⑵�慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをお持
ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み
時にお申し出ください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。その申出に基づ
き、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

4. 旅行代金とお支払い方法
⑴�旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パンフレット
に記載（または別途、当社が案内）したお１人部屋を使用される場合や航空機・宿泊機関の
クラス変更等の追加代金がある場合にはこれを加算し、3人割引等の割引代金がある場合
にはこれを減算した額をいいます。
⑵�本項⑴の代金の額は、申込金、取消料および変更補償金を算出する際の基準となります。
⑶�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20日前頃にお振込みのご案内
をご送付いたします。書類到着後3日以内にお支払いください。

5. 旅行代金に含まれるもの
＊�日程に表示している航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運
送機関の課す付加運賃・料金〈原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び
一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります〉を含みません）。
＊日程に表示している送迎、都市間の移動バス等の料金
＊日程に表示している観光の料金（バス、ガイド、入場等の料金）
＊�日程に表示しているホテル料金（2人部屋にお2人の宿泊を基準）。尚、一部訪問国・都市に
おいて、現地にて徴収される税金等の諸費用は含まれておりません。
＊日程に表示している食事料金
＊�お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（一部の空港・ホテル・駅ではポーターがいないと
か少ない等の理由でお客様自身で運搬して頂く場合があります）
＊添乗員同行コースの同行費用
＊団体行動中のチップ　＊シェラトン・ワイキキにおけるリゾートフィー
6. 旅行代金に含まれないもの

前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
＊超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を越えるもの）
＊�クリーニング代、電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対するチップ、追加飲食等個人的性
質の諸費用　＊一部訪問国・都市において、宿泊機関が現地にて宿泊者個々より徴収する
税金等の諸費用　＊傷害疾病に関する医療費用等
＊日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料
＊旅行日程中の空港税・出国税及びこれに類する諸税
＊運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）
＊日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および宿泊費等

渡航手続料金
①出入国記録書類を当社で作成するとき� １人につき4,000円（税別）
②旅券申請書類の作成代行をするとき� １人につき3,500円（税別）
③査証申請書類の作成・取得をするとき�
��（査証実費・手続代行業者への手数料は別）� １人1ケ国につき5,000円（税別）
イ.各当該料金に合算して申し受けます。�
ロ.お客様ご自身が各手続きを行われるときは、料金をいただきません。
各国査証代および予防接種料金� 実費
＊旅券印紙代（5年旅券11,000円、10年旅券16,000円）
＊任意の海外旅行保険料　＊オプショナルツアー費用
7. 確定書面
確定書面（最終日程表）は旅行開始日の前日までにお渡しします（旅行開始日の7日前頃まで
に交付するように努力いたします）。添乗員が同行しない場合は、旅程管理業務を行う手配
業者等の連絡先は確定書面（最終日程表）でお知らせします。
8. 旅行契約内容・代金の変更
�当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の
運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、
契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあり
ます。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関
の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日よりも前にお知らせします。
9. 取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
お客様は表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
・�取消受付日とは、当社の営業日・営業時間内にお客様より取消のお申し出を確認した時を基
準とします。　
　①�当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も表記取
消料をいただきます。

　②取消料の対象となる旅行代金とは第4項の追加代金を含めた合計額です。
　③コース又は出発日を変更された場合も下記の取り消し料の対象となります。

旅行契約の解除期日 取消料（お1人様）
イ.�旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目にあたる日から31日目にあたる
日まで（ロ〜ニまでに掲げる場合を除く）

旅行代金の10％

ロ.�旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる
日から3日目にあたる日まで（ハ・ニに掲げる場合を除く） 旅行代金の20％

ハ.旅行開始日の前々日以降（ニに掲げる場合を除く） 旅行代金の50％
ニ.旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100％
※�ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日
までをいいます。
※�お取り消しの時にすでに渡航手続き開始または終了している場合は、上記取消料のほか
に渡航手続所要実費をお支払いいただきます。
※�オプショナルツアーは旅行参加後の取り消しはできません。
10. 旅行の取り消し（旅行契約の解除）
次に挙げる場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。
⑴�天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の
当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実

施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑵最少催行人員に満たない場合
※�ピーク時に旅行を開始するお客様には…旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33
日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします。
※�ピーク時以外にご出発のお客様には…旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日
目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします。
⑶旅行代金が期日まで入金のない場合、参加をお断りすることがあります。
⑷申込条件の不適合
⑸�旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認め
られるとき。
⑹旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
11. 当社の責任および免責事項
当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害
を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったと
きに限ります。又、当社は手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して
二十一日以内に当社に対して通知があったときに限りお客様一名につき十五万円を限度（当社
に故意又は重大な過失がある場合を除きます）として賠償します。但し、次のような場合は原則
として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の
遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止、官公署の命令、出入国規
制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
12. 特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷
物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金および見
舞金を支払います。
特別補償は事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等に
は一切適用できません。該当補償等をご希望の場合は、任意にて海外旅行保険にご加入ください。

13. 旅程保証
当社は、旅行日程にご旅行条件書23項の重要な変更が行われた場合は、その約款の規定により、
その変更の内容に応じて旅行代金の1％〜5％に相当する額の変更補償金をお支払いします。変
更補償金の額は、旅行代金の15％を限度とします。また、1旅行契約についての変更補償金の額
が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
14. お客様の責任
⑴�当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害
を被ったときはお客様は損害を賠償しなければなりません。
⑵�旅行者は、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行
契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶�旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約
書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社
の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

15. お客様の交替
お客様は､当社の承諾を得た場合に限って､旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の
方へ譲渡することができます｡（ただしコースにより､また時期により当該交替を一切お受けで
きない場合があります。）この場合､当該お客様は取消料のお支払いに替え当社らに当該交替
に要する手数料として交替を受けるお客様1人あたり1万円をお支払いいただきます。（ただ
し、取消料対象期間外の場合を除きます。また、既に航空券を発行している場合、別途再発券に
かかわる費用を申し受ける場合があります。）
16. 旅行条件の基準期日
この旅行条件は2018年5月1日現在の運賃・料金を基準としております。
17. 個人情報のお取扱について
お客様よりお預かりする個人情報のお取扱については、ご旅行条件書巻末の「個人情報のお
取扱について」をご参照ください。
18. その他
⑴�お客様のご便宜をはかるためにお土産物品のご案内をすることがありますが、お買い物
に関しましては、お客様の責任で購入していただきます。
⑵�当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

ご旅行条件（抜粋） ●ご予約後に詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。
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