
ご 旅 行 条 件 〈要約〉
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）ＪＴＢ法人東京（東京都新宿区西新宿 3-7-1　観光庁長官登録旅行業第 1767 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、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支
払いの際差し引かせていただきます。

( ２) 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算
して 3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。

( ３) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
( ４) お申込金（おひとり）　３０, ０００円
●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 21 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定す
る期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なく
して旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様から
お申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●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、次の金額を取消料として申し受けます。（お１人様）

契約解除の日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目にあたる日以降 31 日目にあたる日まで 旅行代金の１０％
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降 3日目にあたる日まで 旅行代金の２０％
旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の５０％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の１００％

＊貸切航空機を利用する旅行、日本出国時及び帰国時に船舶を利用する旅行及び旅行日程中に 3泊以上のクルーズ船
泊を伴う旅行に関しては、上記の表によらずコースページ内に記載する取消料に拠ります。
●旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）＊旅行日程に明示した観光の料
金（バス料金・ガイド料金・入場料金）＊旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（2人部屋に 2人ず
つの宿泊を基準とします。）＊旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金＊航空機による手荷物運搬料金
＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部の空港・ホテルではお客様自身で運搬し
ていただく場合があります。）＊添乗員同行コースの同行費用
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
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、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・サービス料金＊渡航手続関係費用＊オプショナルツアー料金＊日本国内の空港
施設使用料＊日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費・宿泊費＊旅行日程中の空港税等
（但し、空港税等含んでいることをパンフレットで明示したコースを除きます。）
＊燃油サーチャージ
＊旅券印紙代証紙代（10,000 円～ 15,000 円）　＊査証料、予防接種料金、渉外疾病保険料
＊渡航手続取扱料金（お客様ご自身が作成、申請された場合は不要です）
　1）出入国記録書その他を当社で作成したとき ..............................................3,150 円
　2）旅券申請書を作成代行したとき .....................................................................5,250 円
　3）査証申請書類を当社で作成 ･取得したとき（1ヵ国につき） ............4,200 ～ 12,600 円
　4）ESTA 登録を当社で代行したとき...................................................................4,200 円
＊ IDEA コンベンション登録諸費用
●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：２５００万円　　・入院見舞金：４～４０万円　　・通院見舞金：２～１０万円
・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個あたり１０万円を限度とします。）

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取
消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件
とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種
類も受託旅行業者により異なります。）
( １) 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍ ail 等電子承諾通知を利
用する場合は、その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等
を通知して頂きます。

( ２) ｢カード利用日｣ とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日
は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依
頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の
翌日から起算して 7日間以内をカード利用日として払い戻します。 

( ３) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、
規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお
支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

●旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。）
１．旅券（パスポート）：帰国時まで有効なもの ( 入国時 90 日以上が望ましい )。
２．査証（ビザ）：査証は不要。ESTA 渡航認証が必要。査証免除プログラムの条件を満たしていること。IC 旅券また
は機械読取式旅券が必要。
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。
これらの手続等の代行については、販売店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けします。
●保険衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：http://www.forth.go.jp/ でご確認ください。
●海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合が
あります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。また、「外務省海外安
全ページ：http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
●海外旅行保険への加入について
海外において、病気・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海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険について
は、販売店の係員にお問合せください。
●空港諸税について
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空港施設使用料、
税関審査料等）などの支払が義務付けられています。各コースに表示されている旅行代金には、空港税等は含まれて
おりませんので、別途お支払いが必要です。（当社が日本円で収受する場合は、ご出発の 35 日前に、水～土曜日発は
5週間前の月曜日午前中の終値、日～火曜日発は 6週間前の月曜日午前中の終値（いずれも東京三菱銀行売渡レート）
により換算し、確定いたします。）
●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・ガイド、または、最終日程表でお知らせする連絡先にご
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、お客様との間の連絡の
ために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサー
ビスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

( ２) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供する
ことがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらか
じめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される
場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2011 年 5 月 2 日を基準としています。又、旅行代金は 2011 年 5 月 2 日現在の有効な運賃・規則を
基準として算出しています。

2011 IDEA World Fitness　コンベンションツアー　申込書

JTB 記入欄　　　　　　　　月　　　　　　日　　確認
●ローマ字（パスポート通り） JAFA 会員番号 ●性別　　　男性　・　女性
●漢字氏名 11 － ●生年月日　　19　　　年　　　月　　　日

●現住所
〒

●電話　　　（　　　　）　　　　●携帯電話　　　（　　　　）　　　　　● E-MAIL　　　　　　　＠

●渡航中の
国内連絡先

●住所　〒

●氏名　　　　　　　　　（間柄：　　　　　　）　　　　●電話　　　（　　　　）　　　　　　● FAX　　　（　　　　）

●ご職業 所属先
会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　（　　　　）
住　所：〒　

●パスポート □ 持っている※下記に番号を記入　　　　　　　　　　□ 持っていない　※　　月頃取得予定
パスポート番号：

●ホテル □ スタンダードプラン：JWマリオット　ロサンゼルス L.A LIVE　　　□ エコノミープラン：ラックスシティセンター
●渡航手続 出入国記録書類作成（3,150 円）の依頼　　　□ 依頼する　　□依頼しない ※ご記入の無い場合は依頼されたものとして作成します。

● ESTA について アメリカ ESTA の登録と確認書の発行（4,200 円）の依頼　　　□ 依頼する　　□依頼しない
●お一人部屋利用
　追加の手配依頼 □ 依頼する（追加代金 88,000 円〈スタンダード〉 又は 74,000 円〈エコノミー〉）　□相部屋希望：同室希望者名（　　　　　　　　　　）

●書類送付先 □ 自宅　　□勤務先 ●喫煙の有無    □ 禁煙　　□喫煙
● IDEA
　コンベンション登録 □ する　　□しない

●発着空港 □ 東京 ( 成田 )　　□ その他（　　　　　　　　　　）※追加代金がかかります
●別行動（延泊希望などご自由にご記入ください。）

●今回のご旅行以外で旅行にかかわる資料（パンフレット等）の送付を御希望にならない場合はチェックをしてください。　　□

ご記入いただきました個人情報は、JAFA が大会登録などに利用します。また、当社はご記入いただきました個人情報をお客様との連絡、旅行の手配に必要な範囲内での
運送 ･宿泊機関などへの提供、当社及び当社と提携する企業の商品やサービスのご案内などにご利用させて頂きます。詳しくは旅行条件書にてご確認ください。
JTB 御中
上記内容並びに別紙旅行条件書に記載の旅行条件及び個人情報の利用方法に同意の上、以下の旅行を申し込みます。

＜申込金支払方法について＞
申込金 30,000 円をお申込から

一週間以内に、下記口座へお振込下さい。
早期割引〆切：6月 15 日（水）
旅行申込〆切：6月 30 日（木）

銀行名：みずほコーポレート銀行
支店名：十二号支店
口座№：（普）1281535
口座名：株式会社 JTB 法人東京

■旅 行 期 間 ： ２０１１年８月９日（火）～８月１６日（火）８日間
■旅 行 代 金 ： ＪＡＦＡ会員価格　￥２８４, ０００
  一般価格　￥２９４, ０００（ツイン 2名 1室 / 大人お一人様旅行代金）
  エコノミープラン　JAFA会員  ￥２６４,０００/一般価格  ￥２７４,０００
  燃油サーチャージ（目安：35,000円～50,000円：5/10現在）が別途必要となります。（別※1参照）
  ※また、国内空港施設使用料、旅客保安サービス料および海外空港諸税が必要となります。
  ※上記旅行代金とは別にIDEAコンベンション登録料（US$３２９）がかかります。
  　（コンベンション登録料通常 $４８９のところ JAFA 特別価格です。）

■利用航空会社 ： （東京：成田）シンガポール航空・ユナイテッド航空・アメリカン航空・
  デルタ航空・大韓航空・日本航空・全日空のいずれか

■利 用 ホ テ ル ： スタンダードプラン：JWマリオット　ロサンゼルス L.A LIVE
  エコノミープラン：ラックスシティセンター（旧ホリデイイン）
  　　　　　　　　　

■食 事 条 件 ： なし（機内食は除く）
■募 集 人 員 ： ４０名様
■最少催行人員 ： １０名様
■募 集 〆 切 ： ２０１１年６月３０日（木）
  ※定員になり次第締め切ります。

■添 乗 員 ： 同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
■１人部屋追加料金 ： ８８,０００円（スタンダードプラン）・７４，０００円（エコノミープラン）

企　画　協　力：　　　　　  社団法人 日本フィットネス協会

旅行企画・実施：　　　ＪＴＢ法人東京　法人営業池袋支店

2011 IDEA World Fitness Convention

ＩＤＥＡコンベンションツアー２０１１
 in ロサンゼルス 成田発着

行こう！　と決めたら
お早めのお申込みが絶対お勧め！

６月１５日（水）までに申込書と
申込金を確認し、旅行手続きを完了した方は、

旅行代金から更に
5,000 円割引いたします！

旅行企画・実施：（株）JTB法人東京 法人営業池袋支店
観光庁長官登録旅行業第 1767 号

日本旅行業協会正会員
東京都豊島区東池袋 1-13-6 JTB 池袋ビル 4F　〒 170-0013

営業時間：月～金 09:30 ～ 17:30
ＴＥＬ ．０３（５３９１）２６３１
ＦＡＸ ．０３（５３９１）２６３４
総合旅行業務取扱管理者：村　井　秀　彰
　　　　　　取扱担当者：小　林　英　輝

旅行に関するお問合せ・お申込
（社）日本フィットネス協会
電話：０３－３８１８－６９３９
FAX：０３－３８１８－６９３５

担当：渡邊・鶴見

＜コンベンションについてのお問い合わせ＞

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所で取引に関する
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審な点があれば
ご遠慮なく上記取扱管理者にご質問下さい。



その1

その2

その3

その4

その5

日　時 都　市 時刻 交通機関 内　　　容 食事
1 8 月 9日

（火）
東京 ( 成田 ) 発

ロサンゼルス着

14:00～20:00

08:00～ 14:00

航空機

専用車

空路、ロサンゼルスへ
（所要約 9時間 50 分）

着後：ホテルへ
（チェックインは 15:00 以降）

＜ロサンゼルス泊＞

夕：機内

朝：機内
　（軽食）
昼：×
夕：×

2 8 月 10 日
（水）

ロサンゼルス 終日 自由行動
各種オプショナルツアーでお楽しみください

＜ロサンゼルス泊＞

朝：×
昼：×
夕：×

3 8 月 11 日
（木）

ロサンゼルス プレコンベンション

＜ロサンゼルス泊＞

朝：×
昼：×
夕：×

4
～
6

8 月 12 日
（金）
～

8月 14 日
（日）

ロサンゼルス 2011 IDEA World Fitness
コンベンション参加

＜ロサンゼルス泊＞

朝：×

昼：×

夕：×
7 8 月 15 日

（月）
ホ テ ル 発

ロサンゼルス発

朝又は午前

10:00～17:00

専用車

航空機

空港へ

空路、東京 ( 成田 ) へ
（所要約 11 時間 50 分）

＜機中泊＞

朝：×

昼：機内

8 8 月 16 日
（火） 東京 ( 成田 ) 着 14:00～20:00 通関後、解散。お疲れ様でした

朝：機内
　（軽食）

国際日付変更線通過

国際日付変更線通過

※ 2011 年 5月 2日時点のスケジュールにて作成しております。
　利用航空会社：【東京】シンガポール航空・ユナイテッド航空・アメリカン航空・デルタ航空・大韓航空・日本航空・全日空のいずれか
　利用ホテル：スタンダードプラン：JWマリオット　ロサンゼルスL.A LIVE、エコノミープラン：ラックスシティセンター（旧ホリデイイン）
（※ 1）旅行代金には成田国際空港施設使用料、旅客保安サービス料及び米国空港諸費用は含まれておりません。

また、燃油付加運賃も含まれておりません。この付加運賃については使用する航空会社、経路が
判明する時点で料金が決まりますので残金のお支払いの際に旅行代金とあわせてご請求をさせて
いただきます。また、ご請求後当日までに更に付加運賃に変更が生じた場合は、事前にご連絡を
いたしますので、出発当日、各空港にて差額分のお支払をお願いします。
成田空港施設使用料（￥2,040）、旅客保安サービス料（￥500）、米国諸税（￥4,800）、
燃油付加運賃（目安：35,000円～50,000円）･･･2011/5/10現在　※今後値上がりの可能性があります。

パスポートについて：日本ご帰国まで有効なパスポートが必要です。日本国籍以外の方は査証（ビザ）が
必要となる場合がございます。事前にご確認ください。
米国 電子渡航認証システム (ESTA) のお取扱について：ESTA とは、2009 年 1 月 12 日以降、米国の法律
によりビザ免除プログラムを利用して航空機または船で米国に渡航するすべての渡航者に対して、搭乗または乗船する前に電子渡航認証の取得が義
務付けられます。ビザ免除プログラムは、米国国土安全保障省 (DHS) により管理されており、日本など参加国の資格のある国民がビザ ( 査証 ) を取
得せずに、90 日以下の商用または観光目的の滞在のために渡米できる制度です。※ 4,200 円にて代行取得を承ります。

■ビジネスクラスご利用の方、日本国内線ご利用の方、または前日の成田空港周辺のホテル手配が必要な方はお受けいたしますので
JTB へお問い合わせください。

【申込書の提出】 裏面申込書を JTB 法人東京 法人営業池袋支店へ郵送又は FAX でご提出下さい。
【申込金の支払】 申込書ご提出後、１週間以内に申込金（3万円）を振込願います。
 　　銀行名：みずほコーポレート銀行十二号支店　口座名：株式会社 JTB 法人東京　普通口座：1281535
【旅行申込の完了】 上記 2点をお済ませいただき、旅行申込手続きが完了します。
【コンベンション書類】 旅行申込完了後、JAFA よりコンベンション書類をお届けします。
 　　コンベンションのプログラム（レッスンやレクチャー）は、定員制ですので、早めのお申込をお勧めします。
【旅行手続き】 旅行申込完了後、JTB 法人東京 法人営業池袋支店より旅行に必要な書類をお届けします。
 （旅行契約は当社の承諾と申込金の受領をもって成立いたします。）
【残金の支払】 出発の約２週間前には旅行残金をお支払いいただきます。

 残金請求書を出発１ヶ月から３週間前にご送付いたします。請求書には、旅行代金から申込金（３万円）
をお引きした金額に、空港税、燃油付加運賃、任意加入の海外旅行保険料、コンベンション登録料等の費
用を合算した金額となります。

【最終案内書面の送付】 ご出発の１０日～１週間前に最終書面をお届けします。ご出発までもう少しです。
【出発当日】 いよいよ出発当日です。パスポートは持ちましたか？　気をつけていってらっしゃいませ。

日　程　表

【お申し込みの流れについて】

参加のお誘い
“Take The Challenge!  Inspire the World to Fitness ”
世界で最も大規模なフィットネスイベントでもある IDEA コンベンションは、今年で 27
回目を迎えます。昨年に引き続きカリフォルニアの青い空のもと、ロサンゼルスしかも
最も注目されている L.A.LIVE での開催はオシャレでエキサイティング！
IDEA ではバリエーション豊かなプログラムを内外から選りすぐり提供し､ 参加者の専
門性に沿ってクラスをカテゴリー別で選択できるように配慮しています｡ JAFA ツアー
にはフリーで活躍されている方､ また､ スポーツクラブの社員研修の一環として全国各
地から毎年数多くの方にご参加いただいております。
ツアーでの新しい出会いも楽しみのひとつです｡ 是非この機会をお見逃しなく

IDEA
World Fitness
Convention 
2011の特色

1. 世界各国からのスペシャリストが講師を務める 300 以上ものセッション。

2. EQUINOX,24-Hour Fitness ®など有名クラブにおける人気プログラムのセッションもあります。

3. 200 店舗出店の IDEA フィットネス・エキスポヘ無料入場。最新ウェア、フィットネス
アイテム等が大幅ディスカウント価格で購入できます。

4. 今年は、何やら Challenge Campionships なるイベントが企画されていてお楽しみ !

5. 最新ダンスプログラム、スペイン生まれのグループエクササイズ “Batuka®” が初登場 !

6. グラミー賞ノミネーションライブも行われるNokia Plaza にて参加者だけのプライベート
パーティに参加できます！

JAFA ツアーのポイント !!

 各種資格の継続単位の取得ができる

ACSM、AFAA､ ACE､ NSCA の資格取得者は更新の為の単
位が得られます｡また､ADI/JAFA AQUAの取得者も、ツアー
に参加し、レポーﾄを提出する (2,000 字以上、申請料 1,000
円 ) と ADI/JAFA AOUA 単位を 4.5 単位取得できます。

 IDEAコンベンション開催中は
ロサンゼルス滞在&延泊など別行動も可能

IDEA コンベンションの期間中を通してロサンゼルスの滞在にな
りますので､ コンベンション最後のプログラムまで参加可能でオ
フタイムも充実！また、ディズニーワールドやフィットネスクラ
ブ体験も可能。(詳細は JTB 法人東京 法人営業池袋支店までお問
い合わせください )

  複雑なＩＤＥＡコンベンション
　　　   登録手続きを協会が代行！

コンベンションのプログラムはおよそ 350 を超えるレッ
スンやレクチャーからなり､ 全て英文で書かれています。
自分が選びたいレッスンを英文から訳して記入し､ 登録料
を海外へ送金するなどの作業を全て自分でやったら大変。
当ツアーでは､ 英語プログラムを翻訳して日本語版でご案
内致します｡ 旅行代金には日本語訳プログラム費用 (5,000
円 )、登録手続き手数料 (10,000円 )が含まれています。(登
録費用＄329 は旅行代金には含まれておりません｡ )

  スペシャルヘルプとして､ 鶴見理事長が同行

海外のフィットネス事情に詳しく英語に堪能な当協会の鶴
見理事長が同行し､ IDEA に関するアドバイスを行います｡
参加者同士の親睦会も行います。( 希望者のみ )

 IDEAコンベンションのメインホテルに滞在

今回のスタンダードプラン宿泊先は､ IDEAコンベンション
センターの隣です｡ コンベンション後、すぐに自室のシャ
ワーを浴びることが出来､快適､且つ有効に時間を使えます。


