
おとなび・ジパング俱楽部特別企画おとなび・ジパング俱楽部特別企画 2018.3

■観戦場所：エディオンアリーナ大阪
　（大阪府立体育会館）
観
戦
日

2018年 
3月11日（日）～25日（日）

大相撲案内所本家予約専用ダイヤル

申込締切日 2018年2/28（水）

写真・入場券提供先：大相撲案内所本家

●当旅行は通常のお申し込み方法とは異なります。ご注意ください。
●満席の場合はご容赦ください。
※お申し込み時に、おとなび・ジパング俱楽部会員であることを
　お申し出ください。

06-6647-6301
受付時間／10：00～17：00 土・日曜・祝日休み
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開催場所へは…JR大和路線JR難波駅下車、徒歩約10分

大相撲三月場所
～迫力あふれる春場所観戦～

マスB席 正面・向正面の9列目～12列目に位置するお席です
※マス席とは、1.3m四方の鉄パイプで仕切られた中に座布団が敷いてあり
　4名様・2名様単位でお座りいただきます。相撲情緒を味わえる昔ながらのご贔屓筋の観戦スタイルです。
※マスで2名様の場合、土俵に向かい前後にお座りいただき、相席となります。

イスSS席 東面・西面限定で2階席中央部の1列目～4列目に位置するお席です
※体育会館常設のイス席に座布団が敷いてあり、長時間観戦しても疲れないと好評です。
※座席の前には障害物がなく眺望の開けた、見やすいお席です。

※取組を間近で観戦することができるため、非常に人気の高いお席です。

溜  席   「砂かぶり」と呼ばれる、土俵周りの座席団席です
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マスB・イスSS：上幕の内弁当三段重、缶ビール（350ml）、清酒（180ml）、缶お茶、缶ジュース、枝豆、
パンフレット、菓子セット、和菓子、袋、相撲土産2点（陶器、漆器、布製品の中から2点）。
溜席：パンフレット、焼き鳥、和菓子、菓子折セット、相撲土産3点（陶器、漆器、布製品の中から3点）、袋
※ご飲食のお品は当日同価格の商品に変更させていただく場合もございます。

出
物
内
容

※観戦プラン代金に
　含まれます。参加お楽しみ ・番付表（1枚）※注　

※お客様のお荷物、お手回り品はお預かりできません。
　本企画商品以外ではこれに限りません。あらかじめご了承ください。
※ご来場は13時迄にお越しください。
　以降はご案内、ご飲食、お土産のお渡しにお時間がかかります。

正面玄関 （イメージ）

迫力満点の大相撲三月場所を観戦
お席は、マスB席、イスSS席、溜席からお選びいただけます。
マス席、イス席は三段重の上幕の内弁当や大相撲ならではのお楽しみ品付きです。

こだわり
ポイント

個人旅行

平成30年



旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。4080002-302手10 I（コースNo.-　）B エスコート

観戦席の種別

日　　程

観戦席代

出 物 代

合計代金

マスB席お得プラン
3/12（月）～16（金）
3/19（月）・20（火）
3/22（木）

10,600円
8,950円

19,550円

マスB席プラン
3/11（日）・17（土）
3/18（日）・21（水・祝）
3/23（金）～25（日）

10,600円
12,050円

22,650円

イスSS席プラン

 3/11（日）～25（日）

  9,800円
11,600円

21,400円

溜席プラン

 3/12（月）～16（金）

14,800円
13,000円

27,800円

■観戦プラン代金［会員・同行者 おひとり様1日分］お代金は「観戦席代＋出物（ご飲食・お土産）代」の合計金額となります。※マスは2名様以上2名単位、イスは1名様より受付。 ※各地のＪＲセットプランは係員までご相談ください。

①お申し込みは大相撲予約専用ダイヤルに限ります。 ②ご希望多数の場合、日程により手配出来ない場合がございます。 ③一度お申し込みいただいたあとの、変更・取消・払戻はできません。 
④代金のお支払い方法はお申し込み後、書面にてご案内させていただきます。 ⑤※注 番付表は発送させていただきますが、ご旅行出発間際になる場合もございます。あらかじめご了承ください。 
⑥1名様単位の受付となり、1名様以上のご希望はお席が離れる場合もございます。 ⑦溜席の出物内容はご飲食物はお付けいたしておりません。 ⑧溜席ではご観戦中の飲食は禁止されています。 
⑨溜席は未成年のお客様はご観戦できません。但し、6列目に限り、6歳以上で保護者同伴の場合はご観戦いただけます。その際は、人数分のチケットが必要となります。 
⑩溜席のお土産は興行終了後にお茶屋にてお渡しさせていただきます。 ⑪入場券を紛失やご自宅などにお忘れになられた場合、ご観戦の権利は無効となります。入場券、ご飲食お土産引換券はい
かなる理由がありましても再発行できません。その際、マスのご飲食お土産、溜席のお土産は当日に限り、興行終了後にお茶屋にてお渡しいたします。

ご
注
意

大相撲三月場所～迫力あふれる春場所観戦～平成30年

大相撲案内所本家予約専用ダイヤル
申込締切日 2018年2/28（水）

☎06-6647-6301
大阪予約センター（おとなびジパング電話予約センター）

0570-666-631

受付時間／10：00～17：00 土・日曜・祝日休み

添乗員の同行しない個人旅行です。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡し致しますので、お手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
●各地のJRセットプランは係員までご相談ください。

必ず、お読みください。

その他、詳しくは係員までご相談ください。

【特別な配慮を必要とする方のお申込みについて】お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性が
ある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

１.募集型企画旅行契約
（１）（株）日本旅行（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。
（２）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ている条件
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。
２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金また
は旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代
金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付
けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨
を通知した後、予約の申し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。この期間内に申込書と申込金を提出されな
い場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

（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
たとき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ときに成立するものとします。
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日前にあた
る日より前にお支払いいただきます。
４．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、

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。
５．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、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれ
ます。
（２）旅行日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。
６．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
（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、旅行契約の解除を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いたしま
す。申込金のみ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。
（2018年4/28・29、5/3～5は、ご宿泊のみの場合でも下記の取消料が
適用されます。）

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお
申し出いただいた日とします。
（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場
合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。

（４）宿泊のみご予約になった場合

※ただし、2018年4/28・29、5/3～5にご宿泊の場合は（1）の取消料が適
用となります。
７．個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄記載
の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます。）ご提供いただいた個人情
報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関
等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当社の
旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため、
⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提
供、旅行に関する情報提供のため、に利用させていただきます。
（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭
乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供する事があります。
（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報の
うち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、
キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。なお
当社グループ会社の名称は当社のホームページ（http://www.nta.co.jp）
をご参照下さい。
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2018年1月１日を基準としています。また旅行代金は
2018年1月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

18.1月改定
この書面は、旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。ご旅行条件書

旅行代金 20,000円未満
5,000円以上 20,000円以上

50,000円以上100,000円未満20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上お申込金

宿泊施設などにより、幼児（6才未満）をお連れのときに寝具やお食事をご用
命・ご利用にならなくても、およそ2,000～5,000円程度の「施設利用料
金」を申し受けることがあります。この「施設利用料金」はご旅行代金には含
んでいませんので、お連れのおとなの方が現地にて直接お支払いください。

1～14名
15～30名
31名以上

無料
無料

20%
20%

30% 10%

50%
50%
50%

100%
100%
100%

7日前 8日前～20日前6日前5日前4日前3日前前日当日旅行開始後の解除
または無連絡不参加 2日前

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（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦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を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行契約の解除期日 取消料
右記日帰り旅行以外

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40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

日帰り旅行
無料
無料

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

西J4080002

共　同
企　画

〒530-8341  大阪市北区芝田2丁目4番24号

株式会社日本旅行 〒530-0001
大阪市北区梅田１丁目１１番４号

観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
おとなび・ジパング商品センター

●お問合わせ・お申込みは下記へ

●お支払等のお問合わせは下記へ

会員番号の確認をさせていただきますので、会員手帳をご準備の上、お電話ください。

旅行企画
実　施 株式会社日本旅行

〒530-0001 
大阪市北区梅田１丁目１１番４号

観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
おとなび・ジパング商品センター

お近くの日本旅行の各支店でもお申込みできます。

●営業時間/9：30～17：00/土曜・日曜・祝日も営業
〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-300 大阪駅前第三ビル3階  
総合旅行業務取扱管理者  堀池 奈緒

●一部のIP電話等からは☎06-6347-9100


