人気占い師

大串ノリコさんと行く
！

いしづち
ツアー

2日間

24,800円

石鎚神社 中宮 成就社「見返遥拝殿」からの眺め（イメージ）

JR松山駅・松山観光港発着／おひとり

大串ノリコ

占い師

※小学生以下（未就学児含む）はお申込みいただけません。
※1名でご参加の場合は相部屋（男女別）
となります。
予めご了承ください。

氏

ポ イント
6月10日（金）は一粒万倍日と天赦日が重なる
2022年最後の最強開運日！
じょうじゅしゃ

ご しん ぞ うは い た い

石鎚神社中宮 成就社 での特殊神事「御神像拝戴」で開運祈願
突然占うTV番組で話題の人気占い師 大串ノリコさんの
開運トークセッション付！
ご宿泊は石鎚神社の神域に立地する石鎚神社会館をご用意
お お や ま づ みじんじゃ

占い師歴11年目、2万件以上の鑑定実績を持つ。
埼玉県秩父市を拠点に、全国各地での対面鑑定
及びLINE専属占い師として活躍中。2022年4月か
らはフジテレビ系「突然ですが占ってもいいです
か？」に出演中。

パワースポットとして知られる大山祇神社も訪ねます

成就社は石鎚神社四社のなかでも
人気のパワースポット

諸願成就の“成就の宮”として、広く尊崇を集める

石鎚神社中宮成就社外観

お申込みは
こちら

＜行程＞

＜ご案内＞

●添乗員：同行します ●最少催行人員：15名
※6/9はJR松山駅に8:45まで、松山観光港に9:45までに到着する便をご利用ください。
●お申込締切日：2022年6月2日
（木）
まで
※以下に記載の行程のうち、お客様のご都合で一部ご利用されなくても払い戻しはありません。 ●旅行代金に含まれるもの：行程表記載区間の専用バス代金、行程表記載の入場料・食事代、有料
道路料金、駐車場代金、宿泊代（1泊2食付）
※小学生以下（未就学児含む）はお申し込みいただけません。
●旅行代金に含まれないもの：集合前と解散後の費用および個人的性質の費用、
食事時の飲み物代
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□利用バス会社：愛媛バス
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ご宿泊

JR松山駅
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西条市 石鎚神社会館 1泊2食付

※道路状況により多少時間が変更になる場合がございます。

和室（バス・トイレ別）2〜4名1室 ※1名でお申し込みの場合は相部屋となります。

※注①：宝物館の入場料は含まれていません。
※注②：当日は潮流が穏やかな時間帯となります。雨でも運航されますが、荒天の場合は出航できない場合があります。
予めご了承ください。
※注③：石鎚登山ロープウェイ成就駅から石鎚神社成就社まで約30分歩きます。歩きやすい靴と服装でご参加ください。

＜宿泊のご案内＞
○バス・トイレは共用です
（大浴場あり）
○お布団はご自身で敷いていただきます
○館内は禁煙です
○客室等にアメニティはございません
（現地での販売あり）

＜必ずお読みください＞
［お申し込みについて］
［ご宿泊について］
●小学生以下
（未就学児含む）
はお申し込みいただけません。
●1名でご参加の場合は相部屋
（男女別）
となります。
予めご了承ください。
●最終のご案内はご出発の5〜7日前を目安に差し上げます。
●館内は禁煙です。
（館外に喫煙所がございます）
●最少催行人員に満たない場合はツアーを中止することがございます。
その場合は、出発の13日
●館内にエレベーターはございません。
（客室は2階です）
前までにご連絡いたします。予めご了承ください。
●ご宿泊は石鎚神社の宿泊施設です。お客様自身でのお布団の準備やアメニティ類の持参等、通
［ツアー参加について］
常のホテルとは異なりますが、石鎚神社神域内で生きた伝統と文化を体験いただける施設で
●大串ノリコさんは1日目のトークセッション及び2日目の石鎚神社中宮成就社参拝に同行いた
すので、
ご理解・ご協力をお願いします。
だきます。
［その他］
●行程中、
片道30分の道を往復する行程がございますので、
歩きやすい靴と服装でご参加ください。 ●身体に障がいをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。状況によっては、同伴者同行
（またはお持ちください）
。
のお願いや医師の診断書
（または、許可書）
や問診票の提出をお願いする場合があります。
●ご参加いただく皆様に快適で楽しい時間を過ごしていただくため、
以下の注意事項を必ず順守
また、
結果として、
弊社よりご参加をお断りする場合がございます。
してください。お守りいただけない場合、ツアーの中止・中断、
またはご参加をお断りする場合 （車いすでのご参加について）
がございます。
その場合でも、
ご旅行代金の返金はお受けできません。
以下の条件をご了承いただける場合はツアーへのご参加は原則可能ですが、必ず事前にご相
・ イベントや神事の最中は、動画・静止画の撮影、録音は禁止とさせていただきます。行為を発
談ください。
見した場合、その場でスタッフがデータやフィルムの回収をさせていただきます。
また、会場
とお二人以上でお申し込みください。
また、
ツアー中は同伴者と必ず
1. 健常の同伴者（=介助者）
から退場していただく場合もございますのでご了承ください。
一緒に行動してください。
・ ツアー中に大串ノリコさんに個人的に占っていただくことはできません。
2. バリアフリーのお部屋の手配はお受けできません。通常客室のご案内です。
介助のお手伝いはできません。
3. ツアースタッフ・ガイドは他のお客様のご案内もありますので、
［利用バスについて］
リフト付き等の特別仕様車ではありません。乗り降りには、
自力歩行または、介
4. 移動のバスは、
●トイレはついていません。
（運行時間にあわせて途中トイレ休憩をとります）
助者のお手伝いが必要となります。
●車内は禁煙です。
●車内での携帯電話での通話はご遠慮ください。ただし、バス乗務員、添乗員は業務遂行上利用
させていただきますのでご了承ください。
●行程表記載以外の途中乗車・下車及び乗車地・下車地の変更はできません。

＜旅行条件書（要約）＞ ※お申込みの際には、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込みください。
この旅行は（株）
ソラヤマいしづち
（西条市大町798番地1 愛媛県知事登録旅行業第2種-211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「契約」
という)を締結することになりま
す。
また、契約の内容・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
「旅程表」
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。なお、当パンフレットに記載された旅行条件と別途お渡しす
る旅行条件書（全文）に記載された条件との相違がある場合は、当パンフレット記載の旅行条件が適用されます。
● 旅行のお申し込み及び契約成立時期：(１)必要事項をお申し出の上、本項（４）の申込金を添えてお申込みください。
申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。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します。(２)電話、郵便、
ファクシミリ、
インターネット、電子メールその他の通信手段でお申込みの場合、当社の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の
支払いをしていただきます。(３)旅行契約は、本項（２）により申込金を当社が受領したときに、に成立いたします。
また、電話、
ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合でも、通信契約によって契約を成立させるときは、
以下●「通信契約」
を
希望されるお客様との旅行条件（１）の定めにより契約が成立します。(４)お申込金(お一人様)：旅行代金の全額
● 旅行代金のお支払い：旅行代金（申込金を差し引いた残額）は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前以降にお申し込みをされた場合は、お
申込時に全額お支払いいただきます。
● 取消料：旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除される場合は、右記の金額を取消料として申し受けます。お
契約解除の日
取消料（お一人様）
客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、
ご旅行全体の
お取消しとみなし、取消料の対象となります。
1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目)
無 料
旅行開始日の
● 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）宿泊代
旅行代金の20%
前日から起算して 2)20日目にあたる日以降の解除(日帰り旅行にあっては10〜8日目)
金、食事代、旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料及びガイド料金、
その他「旅行代金に含まれるもの
さかのぼって
旅行代金の30%
3）
7日目〜2日目の解除
」
として明示した費用、消費税等諸税（一部注釈のあるコースにおける宿泊税を含みます）。
これらの費用はお客様の
ご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。(コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的
旅行代金の40%
4)旅行開始日の前日の解除
費用は含みません。)
旅行代金の50%
5)旅行開始日当日の解除(6を除く)
● 特別補償：当社は、当社約款の損害賠償責任に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規
程」により、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、生命、
身体に被られた一定の損害
旅行代金の100%
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加
について、お客様1名につき以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金：1500万円 ・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
（ただし、補償対象品1個あたり10万円を限度とします）
● お客様の責任（抜粋）
：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当該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。
●「通信契約」
を希望されるお客様との旅行条件：当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」
という)のカード会員
（以下「会員」
という）
より当社の契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を所定の決済期日に提携会社のカード会員規
約に従って決済することと、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」
ことを、
あらかじめご承諾いただき、
「電話、
ファクシミリ、
インターネット、電子メールその他の通信手段による旅行のお申込」
を受けて契約
を締結することがあります。(以下「通信契約」
という)通信契約による契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次の（１）〜（３）に特別の定めをしています。(1)通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発したとき(電子メー
ル等の電子承認通知を利用する場合は、
その通知がお客様に到達したとき)に成立するものとします。
また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。(2)「カード利用日」
とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支
払い又は払い戻し債務を履行すべき日とします。(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。
● 国内旅行保険への加入について：ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費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場合があります。
これらを担保するため、お客様ご自身で充
分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
● 事故等のお申し出について：旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに
「旅程表」等でお知らせする
「連絡先」
にご連絡ください（連絡できない事情がある場合は、
その事情がなくなり次第ご連絡ください）
● 個人情報の取扱について：
（１）当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用さぜていただくほか、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
手続きに必要な範囲内において当該機関に提供いたします。(２)旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の氏名及び登場される航空便等の個人情報を、電子的方法等で土産物店等の事業者に提供いたします。お申込みの際にこれら
の個人情報の提供についてお客様にご同意いただきます。
（３）当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために受託旅行業者と住所、氏名、電話番号、
メールアドレスなど個人情報を
共同利用させていただきます。当社の個人情報の取扱いに関する方針等の詳細については当社にお問合せ（TEL：0897-47-6030）いただくか、当社ホームページ
（http://sorayamaishizuchi.co.jp）にてご確認ください。
● 旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2022年5月1日を基準としています。

お問合せ・お申込みは［旅行企画・実施］

株式会社 ソラヤマいしづち
TEL：0897
（47）
6030 MAIL：info@ishizuchijourney.com
愛媛県知事登録旅行業第2-211号

全国旅行業協会正会員

〒793-0030 愛媛県西条市大町798番地1
営業時間 午前9時30分〜午後5時30分 （土・日祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者 平石 順
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の取引に関する責任者です。
この旅行契約に関してご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

お申込みは
こちら

