東はりまの 魅 力
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東播磨は、多彩な“ものづくり”産業が特色の地域です。
このツアーに参加して、
“ものづくり”と“はりまの魅力”を実感してみませんか？

第2 回

添

添

7月25日［水］

平成30年

9：20発 ＪＲ加古川駅北側

8月9日［木］

9：50発 ＪＲ加古川駅北側

10：00～12：00 キッコーマン高砂工場（しょうゆ作り体験）

10：30～11：30 サントリー高砂工場（工場見学）

12：15～13：15 ながさわ鶴林寺店（昼食）

11：45～12：30 ながさわ鶴林寺店（昼食）

13：30～15：30 兵庫県立考古博物館（古代体験）

13：00～16：00 昭和住宅（木工体験）

8月17日［金］

第4 回
平成30年

9：50発 ＪＲ加古川駅北側

乗員同

行

平成30年

乗員同

行

添

16：20着 ＪＲ加古川駅北側

添

15：45着 JR加古川駅北側

第3 回

乗員同

行

平成30年

行

第1 回

乗員同

8月20日［月］

9：15発 JR加古川駅北側

10：30～11：30 サントリー高砂工場（工場見学）

10：00～12：00 農林水産技術センター（水産学習）

11：45～12：30 ながさわ鶴林寺店（昼食）

12：30～13：15 ながさわ鶴林寺店（昼食）

13：00～15：00 明石工業高等専門学校（ロボット作り体験）

13:30～15:30 六甲バター（工場見学）

添

8月22日［水］

9：15発 JR加古川駅北側

第6 回
平成30年

8月23日［木］

乗員同

行

平成30年

乗員同

行

第5 回

15:50着 JR加古川駅北側

添

15：40着 ＪＲ加古川駅北側

9：30発 JR加古川駅北側

10：00～11：15 加古郡リサイクルプラザ（見学）

10：00～12：00 加古川ポリテクセンター（風力発電ライト製作）

11：30～12：30 ながさわ鶴林寺店（昼食）

12：15～13：15 ながさわ鶴林寺店（昼食）

13：00～14：30 キッコーマン高砂工場（工場見学）

14：00～15：30 アサヒ飲料明石工場（工場見学）

15：00着 JR加古川駅北側

16：00着 JR加古川駅北側

各回とも、小学４～６年生までの児童とその保護者20組40名

募集人数

（明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町在住 又は 所在の小学校に通学）

参加費用

第3回のみ

４，
４００円 （昼食、保険、ロボット材料費含む）
２，
４００円 （昼食、保険含む）

他の回

「はがき」
に以下の事項をご記入の上、下記までお送りください。

応募方法

①児童の氏名（ふりがな）、性別、年齢、学校名、学年

②参加する保護者の氏名（ふりがな）、性別、年齢、勤務先
③郵便番号、住所、連絡先（携帯電話番号可）
④参加希望回および開催日

※応募はがき1通につき1組
（小学４～6年までの児童1名と保護者1名の2名1組）
のみ応募が可能です。
他の兄弟、姉妹は一緒に参加することはできません。
※参加の可否については実施日の7日前までに、集合場所など詳しい内容とあわせて、最終確認書類にて
参加可能な方のみお送り致しますのでご了承ください。
※参加費につきましては、最終確認書類同封の振込用紙にてお支払い下さいませ。
※ご記入いただいた個人情報は、当事業にのみ使用します。

平成30年 7月13日（金）必着

応募締切
応募・問合先

神姫バスツアーズ㈱神戸支店
〒６５１-２１１６ 神戸市西区南別府1丁目２１-１
TEL.078-978-0191 FAX.078-978-0192

ご 注 意とおことわり
◆夏場の工場見学のため、かなりの暑さとなります。水分補給を心がけてください。
◆工場見学に適した服装・履物で参加願います
（例：スカート、ハイヒール等不可）
。
◆見学先と同業の他社に勤務されている方はご遠慮願います。
◆万一事故が発生した場合、主催者が加入している傷害保険以外での責任は負いかねます。

共

催：兵庫県東播磨県民局 地域振興室 県民課
（ものづくり産業担当）
、
（公財）
ひょうご科学技術協会
東播磨産業・ツーリズム振興協議会、東播磨青少年本部

お申し込み
のご案内

詳しい旅行条件書をご用意しておりますので、お申込みの際ご確認下さい。
旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書、最終
旅行日程表及び募集型企画旅行約款によります。

旅行代金

申込金

10,000円未満の場合

3,000円

10,000円以上20,000円未満の場合

5,000円

20,000円以上50,000円未満の場合

10,000円

50,000円以上の場合

20,000円

■旅行代金のお支払いについて
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって起算して14日目にあたる日までにお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行中の交通費・宿泊費・食事代・入場料・拝観料・消費税等諸税は旅行代金に含まれていま
す。但し、
特殊コースのため食事代・入場料・拝観料を含まない場合はパンフレット内各コー
スに記載します。なお当社は旅行特別補償保険に加入しています。
■旅行代金に含まれないもの
その一部を例示いたします。
①飲物代、
クリーニング代、電報・電話料、心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及
びそれに伴う税・サービス料。
②傷害、
疾病に関する治療費。
③ご自宅から発着地までの交通費、
宿泊費。
④希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金。

■取消料について
お申し込み後、
お客様の都合による取消の場合、
次の取消料を申し受けます。
●取消料
（お一人につき）

取消し日
出発日の
旅
行

■募集型企画旅行契約
●この旅行は神姫バスツアーズ
（株）
（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を締結することになります。
●募集型企画旅行契約の内容・条件は、
各コース毎に記載される条件のほか、
ご旅行お申し込み時にお渡しする
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によります。
■旅行のお申し込み及び契約の成立について
●旅行のお申込みは、
所定の申込書にご記入の上、
申込金を添えてお申し込み下さい。
旅行契約
は申込金をいただいた時に成立したものとします。
●電話での予約申込の場合は、翌日から3日以内に上記の申込手続きをお願いします。こ
の場合にも、
申込金をいただいた時に旅行契約が成立したものとします。
（インターネッ
トでのお申込みの場合は、
旅行代金全額のお支払いが必要となります。）
●申込金は旅行代金、
取消料または違約金の一部として取り扱います。
●申込金
（お一人につき）

●乗車場所・時間は係員におたずね下さい。送迎バスを希望されるお客様は別料金をいただきます。
（但し、場合によってはお断りすることがありますのでご了承下さい。）
●パンフレット、
ホームページ等に使用した風景写真は、
イメージ として使用したものもありますので、お客様が旅行される時季に必ずしもご覧になれる風景とは限りません。
行 程
また、料理写真・客室写真等は 一例 であり、実際とは異なる場合があります。●時季により料理内容や、器等は掲載のものと異なる場合がございます。

21日
（日帰りは11日まで）前まで

取消し料
無

料

20日
（日帰りは10日まで）
から8日前まで

旅行代金の20％

7日前から2日前まで

旅行代金の30％

前日に取消し

旅行代金の40％

出発日当日の取消し

旅行代金の50％

無連絡不参加・旅行開始後の解除

旅行代金の100％

※取消し日はお客様が当社の営業日、営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします。
（但し、
観劇等一部のコースは、
上記設定に関わりなく実費及び手数料を申し受けます）
※本表の適用に当たって「旅行開始後」
とは、約款の別紙特別補償規定第二条第三項目に
規定する
「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
■旅行日程・旅行代金の変更
運送機関のスケジュール、気象条件その他不可抗力による事由でまた運送機関の運賃・料
金の改定により、
旅行日程・旅行代金を変更する場合があります。
■旅行の中止・最少催行人員について
各コースに記載の最少催行人員に満たない場合、及び運送機関の大幅なスケジュール変
更等により予定通りの行程が実施不可能になった場合は、
旅行を中止する場合があります。
その場合はお申し込み金及びすでにお預かりした旅行代金の全額をお返しいたします。最
少催行人員に満たない場合の旅行中止はご出発の14日前
（日帰りは4日前）
までにご連絡
致します。
■添乗員など
コース名欄に添乗員同行と表示のあるものは添乗員が同行します。
●添乗員の業務は、
原則として8時から20時までといたします。
●一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、
集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客
様が旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。

■特別補償
お客様が旅行中、急激かつ外来の事故により生命・身体又は荷物の上に被られた一定の
損害についてはあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
■旅程保証
旅行契約内容に重要な変更が行われた場合は、
旅行業約款
（募集型企画旅行契約）
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支払い
ます。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15％を限
度とします。また、一旅行契約についての変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補
償金は支払いません。
■免責事項
次の場合当社では賠償の責任は負いません。
●天災地変等不可抗力による事由によって生じた障害
●盗難・傷害・疾病などで、
お客様の故意または過失によって生じた損害。
●お客様の法令または公序良俗に反する行為によって生じた損害。
●運送・宿泊機関など、当社以外の責めによって生じた損害。
■旅行条件の基準期日
この旅行条件は、2018年6月1日を基準としています。その他の事項については、募集
型企画旅行約款、旅行条件書によります。旅行代金には消費税等諸税が含まれています。
■個人情報の取扱いについて
●当社及び受託旅行業者は、旅行申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、お客様との連絡に使用させていただく他、お客様がお申込みいただいた
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。その他当社及び販売
店では、①会社及び会社と連携する企業の商品サービス、
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。
●当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又はメールア
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、共同させていただいます。当社グループ企業は、それぞ
れの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、
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あります。

国内旅行総合保険のおすすめ
旅行では、
万一の事故や病気の時、
思
いもかけぬ程の費用がかかるもので
す。旅行先でのアクシデントにワイド
な補償でお応えする国内旅行総合保
険に加入されることをお勧めします。
詳しくはお申し込みの窓口まで。

保険会社：朝日火災海上保険
保険タイプ一例
（日帰り・1泊2日の場合）

保険料（1名様）
死亡・後遺障害（万円）
入院日額（円）
通院日額（円）
賠償責任（万円）
携行品（万円）
救援者費用（万円）
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500円
807
6,000
4,000
3,000
ー
100

800円
1,735
5,000
3,000
3,000
15
100

