
JAXA筑波宇宙センターの、JAXA筑波宇宙センターの、宇宙飛行士養成棟宇宙飛行士養成棟・バックヤード見学ツアーバックヤード見学ツアー込み込み

つくばエキスポセンターにて、つくばエキスポセンターにて、世界最大級のプラネタリウム世界最大級のプラネタリウムを鑑賞！を鑑賞！

昼食は『ホテル日航つくば』昼食は『ホテル日航つくば』にてゆったりとお食事をお召し上がりいただけます。にてゆったりとお食事をお召し上がりいただけます。
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※都合によりツアーを休止、
　またはツアー内容を変更する
　ことがございます。

コースコード：T6-3322-H70100
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旅行代金（おひとり様／全日程均一価格）
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【貸切バスの感染症対策】
ビッグホリデーでは、「日本旅行業協会」「全国旅行業協会」
「日本バス協会」が合同で公表している『貸切バスにおける
新型コロナウイルス対応ガイドライン』に基づいた対策を
行っています。

ご乗車前やバス車内においてはマスクを必ずご着用ください。
バス乗降口に設置している消毒液で手指の消毒をお願いします。
マスクを着用されないお客様、ならびに発熱など体調がすぐれ
ないお客様のご乗車はお断りさせて頂きます。 

概要は下記URLよりご覧いただけます。
http:www.bus.or.jp/covid-19
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NO. 5744

（1）ツアーにご参加になるお客様は、「ご案内書」又は「振込明細書」を必ずお持ちのうえ、ご案内書に表示の集合場所、集合時間にお集まりください。
　　 万一出発時間に遅れツアーに参加できなかった場合、責任は一切負いかねます。但し、自費で他の交通機関を利用しての現地参加は可能です。その際必ず当社にご連絡ください。
（2）複数人数での申し込みで、ご出発当日の人員減少の場合、不参加者の列車の座席、食事、部屋は一切効力を失い、キャンセル扱いになります。また、申し込み時の部屋割等の条件については、一切無効となります。
（3）この旅行は個人のセット旅行ですので当社の添乗員は同行いたしません。 旅行サービスの受領手続きは、お客様各自で行っていただきます。
（4）貴重品、荷物、スキー板等は各自、充分注意してください。万一盗難紛失、置き忘れ、損傷があっても当社は一切責任を負いません。又、バス車内においての荷物等の紛失、損傷においても責任を負いかねます。
（5）道路事情その他やむを得ない事情により、東京地区等もしくは現地の出発、到着時刻が遅れる場合もあります。万一、東京地区到着が遅れ、タクシーあるいは宿泊しなければならない事態が生じても、当社はその請求に応じられません。
（6）バスの座席については、お客様のご了承のうえ、補助席を使用させていただく場合があります。
（7）その他の注意事項は各ページをご覧ください。

旅行実施について
（注意事項）

１．契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
２．契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを含みます）
　   その他の旅行の目的地の変更
３．契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
　 （変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを
　   下回った場合に限ります。）
４．契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
５．契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
６．契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便又は経由便への変更
７．契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
８．契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観その他の客室の条件の変更
９．前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
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１件当たりの率（％）
旅行開始後旅行開始前変更補償金の支払いが必要となる変更

このツアーはビッグホリデー株式会社が企画・募集し実施する企画旅行です。参加されるお客様と当社との企画旅行契約は各コ
ースごとに記載されている条件及び下記の旅行条件と当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

１．旅行のお申し込み方法
（１）受託販売店にて所定の旅行申し込み書に必要事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。尚、申込

金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部に充当いたします。

（２）お申し込みの際全員のお名前・年齢と代表者の住所・電話番号が必要です。
（３）電話による予約は、翌日から起算して３日以内にお申込み手続きをお願いいたします。この場合当社が契約の締結を承諾し

申込み金をいただいた時に旅行契約が成立したものといたします。
　  ※残金は出発日の前日から起算してさかのぼって１５日目にあたる日より前までに同一販売店へお支払いください。
　  又、基準日以降のお申し込みの場合は、申込み時又は当社の指定する期日までにお支払い頂きます。
（４）旅行開始日に１５歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。また、旅行出発日に２０歳未満の方のご参加は、親

権者の同意書が必要です。
２．お支払い対象旅行代金
　お支払い対象旅行代金とは、基本広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金
額」マイナス「割引代金として表示した金額」を言います。この合計金額は「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の
基準となります。

３．旅行代金に含まれるもの
（１）パンフレットに明示した航空・船舶・列車・バス等交通機関（フリータイム、自由行動・集合場所までの交通費・解散後の費用を

除く）の運賃
（２）パンフレットに明示した入園・拝観・見学料等の観光料金
（３）パンフレットに明示した宿泊・食事・その他旅程による団体行動中（フリータイム・自由行動を除く）の料金
（４）前項の（１）、（２）、（３）における消費税

４．旅行代金に含まれないもの
　前第３項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）クリーニング代、電報電話料金、その他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）ご自宅から集合場所まで、及び解散場所からの交通費・宿泊費。

５．お客様の交替
（１）お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所
定事項を記入のうえ手数料（おひとり様につき10,000円）とともに当社に提出していただきます。

（２）旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、契約上の地位を譲り受けた方は、お客様
の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は、利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の
交代に応じない等の理由により交代をお断りする場合があります。

６．取消料
　お申込後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお１人様につき次に定める取消料をいただきます。
なお、コースや日程変更の場合は２１日前までは無料、それ以降は下記取消料に準じます。お申込みいただきましたお客様が、募集
型企画旅行契約の第１５条２項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することが
できます。
※お客様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送、宿泊機関等行程表の一部変更についても、全体に対するお取消
　とみなし、取消料の対象となります。
※取消日とは、当社の営業日における営業時間内に取消・変更する旨のお申し出をいただいた日とします。

７．旅行催行の中止
（１）最少募集人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始の前日から起算して１４日前
（日帰り旅行については7日前）までにご連絡をし当社がお預かりしている旅行費用は全額お返しし、この旅行契約を解除い
たします。

８．旅行日程・旅行代金の変更
（１）当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変
更する場合があります。又、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金を越えた場合はその差額をお支
払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。

（２）運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又
は減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。

（３）お客様都合により、１部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
９．当社の責任
　当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償す
る責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して２年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。

１０．お客様の責任
（１）お客様の故意又は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為またはお客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことによ
り当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。

（２）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、旅行開始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地において速やかに当社、当社の手配代行者又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。

（３）お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損
害を与えた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。

１１．旅程保証
（１）旅行日程に下記に揚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。但し、一旅行契約に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。又、一旅行契約についての変更補償金の額が１，０００円未満の場合は、変更補償金は支払
いません。

※変更補償金の支払いについての注意事項
注１「旅行開始前」とは、旅行開始日の前日までにお客様へ変更事項について通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始

日以降にお客様へ通知した場合をいいます。
注２確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合におい

て契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容と
の間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき1件として取扱います。

注３第４号又は第８号に掲げる変更が１運送機関又は、１泊の中で客室の種類・設備・景観等、複数生じた場合であっても、１運送
機関又は１泊につき１変更として数えます。

注４第９号に掲げる変更については、第１号から第８号までを適用せず、第９号のみの適用となります。
（２）下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
    １天災地変　２戦乱　３暴動　４官公署の命令　５運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止　６当初の運行計画によら

ない運送サービスの提供　７旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
（３）当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービス提供をもって補

償を行う事があります。
１２．旅行契約の解除
　　当社は次に揚げる場合において、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
（１）旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき
（２）旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき
（３）旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
（４）天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた
場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれ
が極めて大きいとき。

１３．添乗業務
（１）添乗員の同行の有無は、当該募集パンフレットに明示します。
（２）旅行を安全かつ円滑にするため、添乗員の指示にしたがっていただきます。
（３）添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社への連絡先を別途お渡しする最終日程表に明示します。
（４）添乗員の業務は、原則として８時から２０時までとします。

１４．特別補償
　　当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより旅行者が募集型企
画旅行参加中に急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った損害についてあらかじめ定める
額の補償金および見舞金をお支払いします。但し下記の各号に揚げる事由によって生じた傷害および損害に対しては補償金
等を支払いません。

（１）お客様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
（２）旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日に生じた傷害及び損害
（３）スカイダイビング・ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
（４）単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
（５）補償対象品の置き忘れ又は紛失。

１５．約款、規則の適用
　前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他
　の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。

１６．欠　航
　天候等で出発便が欠航の場合には会費の全額を（お申し込みの旅行案内所で）返金します。

１７．このパンフレットは、2022年6月現在の資料で作成しております。
旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

（1）当社及び下記欄記載の受託（販売）旅行業者（以下「代理店」といいます）は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供頂く個人情報の項目を、ご自身で選択することは、お客様の任
　意ですが、全部または一部の個人情報をご提供頂けない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領の為に必要な手続きが取れない場合は、お客様のお申込、ご依頼をお引受け出来ないことがあります。

（2）当社及び代理店は、取得した個人情報について、お客様との連絡の為に利用させて頂くほか、①お客様がお申込み頂いた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領の為の手続きに必要な範囲内、②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、③旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜の為に必要な範囲内で、お申込み頂いたパンフレット及び最終旅行日程表に記載された運送機関・宿泊期間等及び保険会社、土産品店に対し、予め電子的方法等で送付すること
　により提供致します。また、その際に、お客様が搭乗される航空便に係る個人データを提供する場合があります。

（3）当社及び代理店は、①当社及び代理店の提携する企業の商品やサービス、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、取得したお客様の個人情報を利用させて頂くこ
　とがあります。

（4）個人情報に関するお問合せは、当社ホームページhttp://bigs.jpをご参照ください。

個人情報の取り扱いについて

旅行代金
お申し込み金（お1人様）

3万円未満
6,000円

6万円未満
12,000円

10万円未満
20,000円

15万円未満
30,000円

15万円以上
代金の20％

取り消し日（出発日を含まず）
取り消し料率

10日前～8日前
20％

7日前～2日前
30％

前日
40％

旅行開始日
50％

無連絡不参加及び旅行開始後
100％

お申し込み前に必ずお読みください。ビッグホリデーご旅行条件（抜粋） この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が
締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。

国内旅行傷害保険加入のおすすめ  安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますよう、おすすめいたします。

一般社団法人 日本旅行業協会正会員 協力 ： JAXA筑波宇宙センター・つくばエキスポセンター

●ビッグホリデーツアーのご相談・お申し込みは信用のある当店を御利用ください。
受 託 販 売

予約センター  ☎03-3818-5111（代）
〒113-8401　東京都文京区本郷３-１９-２　BHビル

営業時間：月曜日～金曜日１０：００～１７：００（土曜日・日曜日・祝日は休業）
観光庁長官登録旅行業第576号　旅行業務取扱管理者　小宮史之

旅行業公正取引
協 議 会 会 員旅行業公正取引協議会

旅行企画・実施

総合旅行業務取扱管理者（国内）とは、お客様の旅行を取扱う旅行会社・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、ご遠慮なく上記の取扱管理者におたずねください。

●行程表・食事 ●集合・出発場所 ●ご案内

東京駅丸の内口　丸の内ビルディング前（8：30出発）

東京駅周辺（18：00頃着）

JAXA筑波宇宙センター （約2時間30分）

ホテル日航つくば （昼食）

つくばエキスポセンター （約2時間）

1

食
事

昼

丸の内口
丸の内ビルディング前東京駅 8：15 集合 8：30 出発

東京駅
丸の内駅前広場

東京駅中央口

行幸通り

丸の内通り

丸の内
ビルディング

新丸の内
ビルディング

丸善 東京ビルディング

丸の内センター
ビルディング

日本生命
丸の内
ビル

KITTE
丸の内

集合場所
★

ＪＲ東京駅
丸の内口

三菱UFJ銀行

EV

■行程表内のマークの見方　　　　　バスで移動

■旅行代金に含まれるもの
行程中のバス代金、有料道路代、駐車場代、昼食代、
行程表内の白抜き文字で記載した施設の体験代、
入場料

■こども代金 ： 小学生以下に適用

■最少催行人員 ： ２０名

■募集人員 ： 各回３５名

■添乗員 ： 添乗員は同行致します。

■その他
※行程表内に記載された時間は、交通事情等により
　変わる場合があります。

特別企画A
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