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参加日 年　　　月　　　日 ツアー名

一般社団法人おきのえらぶ島が企画するツアーへの参加にあたり、以下に同意します。

1. ツアー中はスタッフの指示に従うこと。
2. ツアー中、天候・災害・個人の健康・体力・精神の状態・使用機材・用品の状態などから、　ス
タッフがツアー催行を危険と判断した場合、中止を含む指示に従うこと。
3. ツアーに関連して発生した死亡事故、負傷事故、その他損害を受けた場合や、他者に与えた場合も、
主催者や参加者に対して損害賠償以上の請求をしないこと。また主催者にその責任を問わないこと。

【同意書】

平成　　　年　　月　　日

本人署名 保護者または親権者署名

※参加者が 18 歳未満の場合は署名してください

【個人情報保護方針 】
一般社団法人おきのえらぶ島観光協会では
ツアーお申込み時に頂いた皆様の個人情報に関しましては、ツアー開催時の緊急連絡の他、保険加入、宿泊・交通機関の手配、イベント参加等を利
用する際に、必要に応じて個人情報が守秘されることを前提に、名簿という形で提出させて頂きます。
それ以外の目的で第三者へ提供することはありません。

●予約の確定
メールまたはお電話にてお申込ください。
メールの場合︓予約確定メールに記載の内容にて、銀行振込をお願いいたします。入金確認後、契約成立メールをお送りいたします。
お電話の場合︓お電話にてお振込み金額をお伝えします。入金確認後、契約成立のお電話をいたします。
※お振込期限
お振込は、原則ご予約日より１週間以内でお願いしております。
お振込の確認がとれず、ご連絡いただけない場合には仮予約は自動キャンセルとなります。
未入金に関して店舗からのご連絡は特に致しませんので、あらかじめご了承ください。 
お客様のご都合により、お振込期限を超える可能性がある場合はご相談ください。

○お振込み先
◇ゆうちょ銀行
店番︓798
記号番号︓普通預金　0508963
名義︓( 社 ) おきのえらぶ島観光協会

◇奄美信用組合
支店名︓沖永良部支店　普通
口座番号 : 普通　1329574 
名義︓一般社団法人おきのえらぶ島観光協会

●取消料
・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目に当たる日以降 2 日目に当たる日まで 旅行代金及び レンタル代金の 30％
・旅行開始日の前日旅行代金及びレンタル代金の 40％
・旅行開始日の当日旅行代金及びレンタル代金の 50％
・旅行開始日の無連絡不参加、または旅行開始後の取消旅行代金及びレンタル代金の 100％

●雨天が予想される場合
ツアー前日の夕方の気象予報を参考にします。
ツアー開催地のピンポイント予報で、雨量、回復傾向かどうか 、気温、地形（森の中か街なかかなど）などで判断し、ツアー前日 18 時までに中止
の際は電話連絡します。
催行中止の際は、ツアー代金の全額を返金します。

●ツアー料金に含まれているもの
ツアー料金に含まれているものは、ガイド料、保険料が基本です。
ツアーによっては、ランチや宿泊費、その他レンタル代がなど含まれている場合もあります。ツアーの詳細をご確認ください。

●保険について
一般社団法人おきのえらぶ島観光協会ではツアー参加者による事故の損害賠償に関して保険に加入しております。
しかしながら賠償責任において、参加者個人に責任がおよぶケースがあります。
ツアーご参加の皆さま各自にて個人賠償責任保険への加入をお願いしております。

●ツアー中に撮影した写真について
ツアー中にガイドが撮影した写真は、HP や Facebook にアップします。
アップを控えることをご希望の方は、予めお知らせください。
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ツアーご参加の皆さま各自にて個人賠償責任保険への加入をお願いしております。

●同意書について
当日、集合した時に、誓約書にサインしていただきます。
お申し込みの際は、このことをご理解の上、お願いします。

●ツアー中に撮影した写真について
ツアー中にガイドが撮影した写真は、HP や Facebook にアップします。
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オリジナルサイズ（もしくは若干のリサイズ）については 500 円にて販売させて頂きます。
ツアー中の写真を CD にまとめて記録し、普通郵便にてお送りします。
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