スケジュール

4/27(⼟)
13:00 JR岡⼭駅集合
14:00 国⽴青少年⾃然の家
オリエンテーション
15:00 外国⼈交流
レクリエーション
17:00 キャンプファイヤー
交流会（⼣⾷）

宿泊先：国⽴吉備青少年⾃然の家

4/28(⽇)
09:00 カッター体験
11:00 ⽶粉HALAL
料理教室（昼⾷）
13:00 浴⾐着付け体験
13:30 天籟庵、吉川⼋幡宮
（浴⾐で散策）
15:30 ⾶躍の郷ひだまり

宿泊先：⾶躍の郷ひだまり

4/29(⽉)
09:00 妙本寺
（座禅·写経）
10:30 kibi cycle(散策)
12:00 道の駅かよう
ふるさと(昼⾷)
13:30 町営塾kiit(集中講座)
16:00 BISTRO吉備中央
(⾃炊)
20:00 ガイド付き天体観測

4/30(⽕)
09:00 天空プレゼンfes
11:00 天空BBQ
15:00 JR岡⼭駅解散

宿泊先：⾶躍の郷ひだまり

ご旅⾏条件（要約）
1.旅⾏のお申し込みと契約の成⽴ (1)所定の申込書に所定の事項を記⼊して、申し込み旅⾏代⾦をお振込ください。お客様との旅⾏契約は、当社が申込⾦を受理した時点で成⽴します。 (2) 当社は電話による旅⾏契約の予約のお申し込みも受け付けます。この場合、電話による申込みの翌⽇か
ら起算して 3 ⽇以内に申込書と申込⾦を提出していただきます。この場合も申込⾦をいただいた時に旅⾏契約は成⽴します。 (3)FAX でのお申し込みの場合は、当社がお客様との旅⾏契約を承諾する通知を出した時に旅⾏契約は成⽴します。 2.お申し込みの条件 ⾼齢者·⾝体障碍者·現在
健康を害している⽅については、その旨お申し出いただき、医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も、当社の判断で参加をお断りさせていただく場合や、介護者の同⾏を条件とさせていただく場合があります。 3.旅⾏代⾦の適⽤ 参加されるお客様のうち、特に⽰
のない場合、満 12歳以上の⽅はおとな代⾦、満 6 歳以上 12 歳未満の⽅はこども代⾦になります。満 6 歳未満の幼児の⽅は、実費を頂戴いたします。 4.確定⽇程表確定した主な運輸機関名および宿泊旅館·ホテル名が記載された確定⽇程表は、旅⾏開始⽇の前⽇までに交付します。ただ
し、旅⾏開始⽇の 7 ⽇前以降にお申し込みがあった場合は、旅⾏の開始⽇当⽇に交付することがあります。なお、期⽇前であってもお問い合わせいただければ⼿配状況についてご説明いたします。 5.旅⾏代⾦に含まれているもの 旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃、宿泊費、⾷事代、体験
料、保険、諸税が含まれています。ただし、現地における追加飲⾷等には、消費税が課せられます。 ( 注 ) 上記の経費は、お客様の都合により⼀部利⽤されなくて払戻しはいたしません。 6.旅⾏代⾦に含まれていないもの 前項の他は旅⾏代⾦に含まれていません。その⼀部を例⽰します。
※規程を超えた分の⼿荷物料⾦·⾃由⾏動中の諸料⾦ ※クリーニング代·電報·電話料·追加飲⾷費など個⼈的性質の諸費⽤及びそれに伴う税·サービス料等 ※障害·疾病に関する治療費及びそれに伴う諸費⽤ 7.旅⾏契約内容及び旅⾏代⾦の変更 当社は天災地変·戦乱·運送機関における
争議⾏為·官公署び命令·その他の、当社で管理できない事由が⽣じた場合、契約内容を変更する場合があります。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。 利⽤する運送機関の運賃料⾦の改訂により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
ら起算して遡って 15 ⽇⽬にあたる⽇より前にお知らせします。 8.お客様の交替 お客様は、当社が承諾した場合、交代に要する実費をお⽀払いただくことにより第三者と交替することができます。( ⼀部プランを除く ) 9.お客様による旅⾏契約の解除 お客様はいつでも下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。以下の場合は取消料はいただきません。( ⼀部例⽰ ) (1) 旅⾏契約内容に以下に例⽰する重要な変更が⾏われたとき。 a. 旅⾏開始⽇または終了⽇の変更 b. 観光地、観光施設、その他の⽬的地の変更 c. 運送機関の種類または会社名の変更 d. 運送機関
の「設備及び等級」のより低いものへの変更 e. 本邦無いの旅⾏開始地たる空港または旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更 f. 宿泊施設の種類または名称の変更 g. 宿泊施設の客室の種類·設備·景観その他の客室条件の変更 (2) 旅⾏代⾦が増額された場合 (3) 天災地変、戦乱、暴動、運
送·宿泊期間等の旅⾏サービス提供の中⽌、観光署の命令その他の事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。(4) 当社が確定⽇程表を表記の⽇まで交付しない場合。 (5) 当社の責に帰すべき事由により、当初の
旅⾏⽇程どおりの実施が不可能となったとき。10.当社による旅⾏契約の解除 当社は次の場合は旅⾏契約を解除することがあります。 (1) お客様の料⾦不払い·申込条件不適当·病気·団体⾏動への⽀障·旅⾏の円滑な実施が不可能なとき等 11.当社の責任及び免責 当社は、当社または⼿配
代⾏者がお客様に損害を与えたときは、損害を賠償いたします。( お荷物に関する賠償限度額は、1 ⼈ 15 万円 )。ただし、次の場合は責任を負いません。 (1) 天災地変·戦乱·暴動·運送·宿泊期間の事故もしくは⽕災·運送機関の遅延·不通またはこれらのために⽣ずる旅⾏⽇程の変更も
しくは旅⾏の中⽌·官公署の命令·伝染病による隔離·⾃由⾏動中の事故·⾷中毒·盗難等。 12.お客様の責任 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お客様から損害賠償を申し受けます。お客様は、当社から提供される
情報を活⽤し、契約書⾯に記載された旅⾏者の権利·義務その他の企画旅⾏契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅⾏家死後に契約書⾯に記載された旅⾏サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅⾏先で速やかに当社または旅⾏サー
ビス提供者にその旨を申し出なければなりません。13.特別補償 当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当社旅⾏参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により⽣命、⾝体、または⼿物に被った⼀定の損害について、特別補償規程により以下の補償⾦または⾒舞⾦を⽀払います。 旅⾏業約款
特別保証規定により、死亡保証⾦として国内旅⾏ 1,500 万円、⼊院⾒舞⾦として⼊院⽇数により国内旅⾏ 2 ~ 20 万円、通院⾒舞⾦として通院⽇数により国内旅⾏ 1 ~ 5 万円、携⾏品かかる損害補償⾦ (15 万円を限度 ) を⽀払います。ただし⽇程表に置いて、当社の⼿配による旅⾏サービスの
提供が⼀切⾏われない旨が明⽰された⽇については、当該⽇にお客様が被った損害について保証⾦が⽀払われない旨を明⽰した場合に限り、「当旅⾏参加中」とはいたしません。 14.最少催⾏⼈員 パンフレットに最少催⾏⼈員の表⽰のない旅⾏については、最少催⾏⼈員は 20 名です。参加
者が最少催⾏⼈員にみたいない場合は、旅⾏の実施をとり⽌めることがあります。この場合は、旅⾏開始⽇の前⽇から起算して遡って 13 ⽇⽬ ( ⽇帰りは 3 ⽇⽬ ) に当たる⽇より前に通知します。15.旅⾏保証 旅⾏⽇程 9 の (1) に掲げる重要な変更が⾏われた場合は、旅⾏業約款 ( 募集型企画
旅⾏契約の部 ) 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⽀払います。ただし、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。(変更補償⾦の算定基礎となる旅⾏代⾦とは、追加室料等の追加代⾦を除いた代⾦額です。) 16.
旅⾏条件の基準⽇ ご旅⾏条件·ご旅⾏代⾦は平成 29 年 4 ⽉ 1 ⽇を基準としておりますので、公⽰されている運輸機関の運賃改定等により変更される場合があります。17.この旅⾏条件書に記載のない事項は、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、ご遠慮なく取扱管理者にお訊ねください。＊全⽂はこちらより、ご確認下さい⇨http://kibily.com/clause/

キャンセルについて
⾏程内はバスで移動いたします。
〈使⽤する民間交通会社〉

賀陽交通（株）
0866-56-7201

申し込み
代表者 住所
代表者 ⽒名

（

歳）

同⾏者 ⽒名

（

歳）

申込代表者住所 〒
緊急時連絡先
乗⾞場所

岡⼭駅西⼝バスターミナル · 現地
（どちらかに◯をしてください）

受託販売 下電観光バス株式会社
岡⼭県知事登録旅⾏業第2-295号
旅⾏業務取扱管理者 ⽥ 村 直 敏
〒700-0985 岡⼭市北区厚⽣町1-2-8
予約センター

TEL:086-224-8824
FAX:086-231-2730
受付時間 平⽇/10:00∼17:30（⼟·⽇·祝⽇ 休み）

「こんな⽥舎で英会話！？」

吉備中央町

小中学生対象
キャリア教育

異文化
交流紀行
~ GW=Gold the World culture ~
4/27(⼟)∼4/30(⽕)
3泊4⽇の旅

＊キャリア教育プログラム
『異⽂化交流紀⾏』
＊旅⾏代⾦
39,800円/⼈（岡⼭駅集合）
乗⾞場所：岡⼭駅西⼝バスターミナル

32,400円/⼈（現地集合）
＊いずれも参加者お一人様。

現地集合の現場は別途ご案内します。

＊旅⾏代⾦に含まれるもの

バス代・３泊分の宿泊代・３泊4⽇分の⾷事代（朝３回、昼３
回、夜３回）・講師料・体験料・保険料

＊募集⼈数
27名（最少催⾏⼈員20名）
＊募集条件
⼩学校４年⽣から
中学校３年⽣までの男⼥
＊募集締切⽇
4⽉22⽇（⽉）

〈旅程管理業務を⾏う者の同⾏の有無〉
添乗員はお供しませんが現地係員がお世話いたします
主催・企画 : 株式会社kibily
お問い合わせ

TEL : 08０-２９０７-７３４７

旅行業取扱責任者 : 田村

嵐史

岡山県知事登録旅行業地域-397号
岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2
（吉備中央町協働推進課）
後援
·吉備中央町·吉備中央町農家民宿推進協議会
·吉備中央町教育委員会·吉備中央町観光協会

