
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※えらべる俱楽部 1,500 円引き 
（1.500 円引から避密の旅割引が最大 1/2 割引） 

※契約保養所 3,000 円引き 

（ご自身での申請が必要です） 
 

～詳しくはお問合わせください～

福岡の避密
ひ み つ

の旅 

宿泊プラン 

西日本 FH グループの皆様へ 

ご利用期間 １０／１５日から  

   ２２年  ２／１４日泊まで（予定）

アクティブリゾーツ

福岡八幡 

旅⾏企画・実施 

 〒812-0027 福岡市博多区下川端町 3-1 博多ﾘﾊﾞﾚｲﾝ 9F 
TEL︓092-271-5898／ FAX︓092-271-3567／銀⾏内線︓2194 

福岡県知事登録 旅⾏業第 2－290 号 旅⾏業務取扱管理者 毎熊 美弘 

ロイヤルホテル宗像 ホテルパーレンス小野屋 

※感染予防にご注意いただきながら、是非旅行にお出かけください。 

割引額 5,000 円につき 

額面 2,000 円の 

“地域クーポン券”付 

 

※旅行代金 11,800 円の場合 

えらべる倶楽部 △1,500 円 

福岡の避密の旅割引△5,000 円 

契約保養所   △3,000 円 

お支払額     2,300 円 

地域クーポン券  2,000 円 
※キャンペーンは予算がなくなり次第終了します 

（旅行代金の 

1/2 以内） 

※料金は裏面をご覧ください。 



宿泊代金 （平日宿泊基準 1 泊 2 食消費税・サービス料込／お部屋タイプは選べません） 単位：円 
■現地にて入湯税がお一人様１５０円及び宿泊税が

お一人様２００円別途必要となります。 

 

■感染症対策によりお食事の内容・場所が変更になる

場合があります。 

 

■小学生以下は、1 室 3名様より適用となります。 

 

■お部屋タイプは記載のタイプと異なる場合があり

ます。 

 

※注１  

料理内容を大人と同等（量は少なめ）に変更の場合

は代金が大人の７０％となります。 

※注２ 

３歳～未就学児は添寝（寝具なし）の場合、夕食バ

イキング９６８円・朝食バイキング９６８円を直接

ご精算ください。（大人２名以上で適用） 

寝具ありの場合は大人の５０％です。 

※注３ 

施設使用料 2,200 円は現地にて直接ご精算ください。 

 

 

 

＜旅行条件(要約)＞ 必ずお読みください 
◆お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込ください 

 
  募集型企画旅行契約 
この旅行は西日本ユウコー商事㈱（福岡市博多区下川端町 3-1 福岡県知事登録旅行業第 2-290 号以下「当社」という）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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か、別途お渡しするご旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面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成立時期 
(1) 所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
(3) 申込金：ご旅行代金全額 
  旅行代金のお支払い  旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13日目にあたる日より前にお支払ください。 
  取消料  旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載されている金額を取消料として申し受けます。 

 

  旅行代金に含まれるもの 
(1) 各旅行日程およびご案内に明示した宿
泊費、食事代等及び消費税等諸税。 
(2) パンフレット等において、旅行代金に
含まれる旨表示したもの。 
  これらの費用は、お客様の都合により一
部利用されなくても原則として払い戻し
いたしません。 

 
  旅行代金に含まれないもの 
上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。 
(1) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 
(2) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。 
(3) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。 
  特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企
画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又
は見舞金を支払います。・死亡補償金：1,500 万円・入院見舞金：2～20 万円・通院見舞金：1～5 万円・携行品損害補償金：お客様 1名につき～15万
円（但し、補償対象品１個又は 1対あたり 10万円を限度とします。 
  国内旅行保険への加入について 
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が
大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入する
ことをお勧めします。詳細については、お問合せください。 
  事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知ください。
（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 
  個人情報の取扱について 
(1) 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客

様がお申込みいただいた旅行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きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費
用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただい
たパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される
航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 

(2) 当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、
お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報
を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。 

(3) その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。 
  旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2021 年 10 月 15 日を基準としています。又、旅行代金は 2021 年 10 月 15 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

おひとり：円 
ロイヤルホテル 

宗像 

アクティブリゾーツ 

福岡八幡 

ホテルパーレンス 

小野屋 

お部屋 洋室または和室 洋室または和室 和洋室 

ご夕食 バイキング 中華オーダーバイキング  会席 

お

と

な 

5 名 1 室 ― ― 
１５，４００ 

4 名 1 室 

１１，８００ ９，８００ 3 名 1 室 １６，６００ 
2 名 1 室 １７，６００ 

小学生 
おとな代金の 70％ 

（食事・寝具有） 

おとな代金の 70％ 

（食事・寝具有） 

９，２００ ※注１ 

（子供料理・寝具有） 

3 歳～未就学児 
添寝の場合 ※注 2 

夕食・朝食 各 968 円 

添寝の場合 ※注 2 

夕食・朝食 各 968 円 

２，２００ ※注 3 

（食事なし・添寝） 

0 歳～2 歳 
無料 

（食事なし・添寝） 

無料 

（食事なし・添寝） 

無料 

（食事なし・添寝） 

休前日追加料金 +2,２00 

設定除外日 
12/30～1/2 

1/17～1/19 

12/30～1/2 

1/23～1/28 
12/28～1/3 

特 典 夕食時ワンドリンク付 
選べる♪お土産券 

プレゼント！ - 

契約解除の日 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前

日から起算して

さかのぼって 

1．4 日目にあたる日以前の解除 無料 

2．3 日目にあたる日以降の解除（3～4 を除く） 旅行代金の  20％ 

 

3．当日の解除（4 を除く） 旅行代金の  50％ 

4．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 


