◇出発日

２０２０年 ５月２日（土） ５月１７日（日）
５月２３（土） ５月３１日（日）

◇最少催行人員
◇お申込金
◇添乗員
◇食事条件

【ご旅行代金振込口座】

ご旅行行程

５月
／

◇旅行代金

３０名 様
◇募集人員 ４５名様
５，０００円(旅行代金の一部に充当いたします。)
全行程、同行いたします。
朝０回、昼１回、夕食０回
ゆうちょ銀行 五四八店
普通 ３７１６５９０

お一人様（単位：円）

１３，８００円

株式会社 Tiki ナビトラベル

☛ 時刻は、予定ですので、変更する場合があります。 詳しくは、最終のご案内（確定案内書）でお知らせいたします。
☛ 下記の旅行条件書面を事前にご確認のうえお申込みください。

食事

６：００
７：００
倉敷駅前 ========== 岡山駅西口 ========== 道の駅 ==========
貸切バス
★休憩

２日
（土）
１７日
（日）
２３日

９：３０～１２：３０
１３：００～１４：００ （イメージ）
========== 智頭町・森林セラピー ========== 山里料理みたき園 ==========
☆森林浴をお楽しみ下さい！
☆ご昼食
☆中国自然歩道コース（予定）

（土）

（イメージ）

朝－
昼○
夕－

１７：３０頃
１８：４５頃
========== 道の駅 ========== 岡山駅西口 ========== 倉敷駅前
★休憩

３１日
（日）

記号

：ＪＲ、

==========：バス、

・・・・・・・・・・：徒歩

◆お申し込みの際は「ご案内とご注意」及び「ご旅行条件」を必ずお読みください。◆最終のご案内は、出発前日までにお渡しする確定案内書にてご確認ください。

必ずお読みください。ご旅行条件(要約)

お申し込みの際、必ず「募集型企画旅行条件書」を別途お受け取りいただき、ご確認の上、お申し込みください。
尚、「募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ https://www.tikinavitravel.com/からもご覧になれます。
このパンフレットは旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び第１２条の５に定める契約書面の一部となります。
●募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、㈱Tiki ナビトラベル（以下「当社」といいます。
）が企画・募集し実施する国内旅行であ
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」といいます。）を締
結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、パンフレットに記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書、本
旅行出発前にお渡しする確定書面（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によ
ります。
●旅行の申込みと契約の成立
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の金額を
添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部と
して取扱います。
(2)当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による 旅行契約の予約の申込みを受け付けます。
この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が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、当社に申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。
(3)申込金（お一人様につき）
ご旅行代金

20,000 円未満

お申込金

5,000 円以上

20,000 円以上
50,000 円未満
10,000 円以上

50,000 円以上
100,000 円未満
20,000 円以上

100,000 円以上
旅行代金の 20％以上

(4)募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（3）の申込金を受領した時に成立したものとします。
(5)通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、ｅ‐ｍａｉｌ
等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものと
します。
●旅行代金のお支払い期日
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日目に当たる日よりも前にお支払いい
ただきます。
●旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合は、当社は旅行の催行を中
止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日前に当たる日
(日帰り旅行は３日前)より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返ししま
す。
●旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
(1)パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、及
び添乗員同行費用がふくまれます。

(2)旅行行程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
●お客様からの旅行契約の解除
(1)お客様は、いつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除するこ
とができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い
戻しをいたします。申込金で取消料がまかなえないときは、」その差額を申し受けます。
<表>取消料
コース
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①２１日目に当たる日以前の解除
②２０日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③１０日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
④７日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

(2)なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する
旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(3)お客様のご都合で出発日・コース・宿泊ホテル・人員等を変更される場合にも上記の取消料が適用されま
す。
●個人情報の取扱い
(1)当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（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、お客様との間の連絡や運送・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の手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
(2)当社、当社グループ会社（会社名等はホームページをご覧ください。）および販売店では、①取り扱う商
品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③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。
(3) こ の ほ か 当 社 の 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に 関 す る 方 針 等 に つ い て は ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.tikinavitravel.com/）をご参照ください。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は 2017 年 3 月 21 日を基準としています。 また、旅行代金は 2017 年 3 月 21 日現在有効なも
のとして示されている運賃･適用規則を基準として算出しています。

旅行企画・実施

●お問い合わせ・お申込みは下記へ

株式会社

株式会社 Tiki

Tiki ナビトラベル

〒702-8042 岡山市南区洲崎 2 丁目６番３３号
岡山県知事登録旅行業第２-３８８号 一般社団法人全国旅行業協会正会員

取消料（おひとり）
宿泊付き旅行
日帰り
無料
無料
旅行代金の２０％
無料
旅行代金の２０％
旅行代金の２０％
旅行代金の３０％
旅行代金の３０％
旅行代金の４０％
旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％
旅行代金の１００％

ナビトラベル（営業時間

電話 ０８６－２６１－１５５０

平日 10:00～18:00、土・日・祝日休業）

ＦＡＸ ０８６－２６１－８０１１

担当：谷田（たにた） ご予約専用番号：０８０－６３４４－９５１０
２０-１

〒702-8042 岡山市南区洲崎 2 丁目６番３３号
※営業時間内にお掛けください。
国内旅行業務取扱管理者 村上正英 岡山県知事登録旅行業第２-３８８号

国内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き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下さい。
（第１-１版）

森林セラピーとは、森林浴を一歩進めたものです。森林浴ではその効能を実証したデータ等が整っていませんでし
たが、現在、医学的な計測や評価する技法が進歩することによって森の効果が解明されつつあります。森林セラピ
ーは医学に裏付けされた森林浴効果をいい、森林を利用して心身の健康維持•増進、疾病の予防を行うことを目的
としています。
具体的には、森の中に身を置き、森を楽しみながら、森の中で歩行や運動、リラクゼーション、ライフスタイル指
導などを実施することでその効果を達成するセラピーです。
智頭町では、
“森林は町の大切な資源”として、
「森林セラピー」をまちづくりの主要なテーマのひとつと位置づけ、
森林セラピー協議会の設立や森林セラピーガイドの養成、実験実証などを行い、平成 22 年 4 月に鳥取県初の「森
林セラピー基地」として認定され、平成 23 年 7 月にグランドオープンしました。

セラピーメニュー「滝にストレスを流す」






中国自然歩道コース
セラピーメニュー「森を五感で感じて」
かつてのトロッコ道を活かした平坦で歩きやすいコース。
清流の音を足下に感じながら、対岸の広葉樹と針葉樹の混交林や三滝、巨木の広場などセラピースポットが次々
と展開され、芦津の森の懐の深さを感じられるコース。
三滝ダムコース
三滝ダムのダム湖周辺を周遊するコース。自然の中に佇むダムをはじめ、ダム湖の湖面に映る新緑や紅葉等、水
面と生い茂る森のバランスが絶妙で印象的な景観が魅力のコース。
源流コース
ダム湖に注ぐ源流域に沿ったコース。大小の滝が点在し凹穴群も見られるなど、巨石と清流が織りなす渓谷美が
美しく、清流のせせらぎを間近に感じられるコース。

写真資料提供：智頭町観光協会

