
旅行企画・実施 / 

※写真はイメージです 

ご旅行日程(予告無しに変更される場合がございます) 

1 新千歳空港発(8:55) ～空路（伊丹経由) ～隠岐空港着
(14:20) ＝ タクシーにて西郷港へ ＝西郷港発(17:00)～
菱沼港着(17:31)＝ホテルへ。   
                                       【Entô   泊】  

                     ＊食事 朝(×）・昼(×)・夕(ホテル) 

2 
 
･ 
3 

ホテルにて朝食後、自由行動。                          
＊離島のため数に限りがあることからレンタカー＆レンタサイクル、アクティビティ、

食事等をお客様ご自身にて事前に予約をされますことをお勧めいたします                        
                              【Entô  泊】  
              ＊食事 朝(ホテル）・昼(X)・夕(ホテル) 

4 ホテルにて朝食後、菱浦港へ ＝西浦港発(7:54）～西郷港着
(8:25)＝タクシーにて隠岐空港へ ＝隠岐空港発(14:25） 
～ 空路(伊丹経由) ～新千歳空港着(20：45) 解散   
                              ＊食事 朝(ホテル）・昼(Ｘ)・夕(×) 

＊飛行機の発着時刻は変更になる場合がございます 

浄蓮の滝 

客室からの眺め(イメージ) 

河津ループ橋 

●各客室 １部屋限定 

 憧れのホテルシリーズ 

    隠岐  “Entô” に泊まる4日間            

 

 6/8・15,9/7・14・20・28出発 

       新千歳空港発着  
 

NEST2  ２名様1室利用お一人旅行代金  

   171，800円～178,800円 

※写真はイメージです 

ライトアップされた兼六園 

ＮＥＳＴ2・・・大切な人と、気心の知れた友人と。眼前の風景を
ただ静かに見つめるひとときを。記憶に残るステイを演出する
ツインルームです。 

ベッド数：セミダブルベッド２台 特徴：海を臨めるシャワ-ブ-ス 

サイズ：２７㎡ タイプ：洋室 棟：Entô Annex NEST（別館） 

   

ＮＥＳＴ WA・・・畳の上に使いやすい低めのベッドを配置した、和
モダンタイプの客室です。プライベートテラスも併設しています。 

ベッド数：ダブルベッド２台 特徴：テラス。海を臨めるバスタブ、畳 
サイズ：５１㎡ タイプ：和室 棟：Entô Annex NEST（別館） 

 

NEST DX・・・プライベートテラスを備えた、フ
ローリングタイプの客室です。別荘感覚でゆったり
と過ごしたい方も、ご家族や友人たちと賑やかに過
ごしたい方も、さまざまな滞在スタイルに対応しま
す。  

ベッド数：ダブルベッド２台 特徴：テラス、海を臨め
るバスタブ サイズ：54㎡ タイプ：洋室 棟：Entô 
Annex NEST（別館） 

●ツアーポイント 

※写真は全てイメージです 

       大人お一人様旅行代金（単位：円） 

客室タイプ 入室人数 
旅行代金 
  (6月出発） 

旅行代金 
(9月出発) 

ＮＥＳＴ  2 2名 171,800 178,800 

NEST WA 
      ・ 
NEST   DX 

3名 172,800 182,800 
2名 195,800 210,800 

●飛行機座席割りは、当社で決めさせていただきますので予め
ご了承ください。●最少催行人員に満たず、旅行中止の場合は
21日前までにご連絡いたします。●出発日の７日前迄に最終日
程表をお渡しいたします。＊当日の緊急連絡先、宿泊先、集合
場所、時刻を改めてご確認ください。 

 

 
・最少受付人員：2名・添乗員＆ガイド：同行致しません 
・食事：朝3回・昼０回・夕3回 ・利用航空会社：日本航空(ｴｺﾉﾐｰ席) 
・フェリー会社：隠岐汽船 ・タクシー会社：島タクシー 
・子供料金/設定なし・幼児(3歳未満)/航空機座席無し・ホテル食事寝具なし無料 
＊詳しい取引条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申込みください。 

           Entô・「ないものはない」という新しい贅沢を 
                 提案する日本初の本格的なジオホテルが21年7月 
                 にオープンしました。客室は、なるべくシンプルに、 
                                そぎ落し、ほんとうに必要なものだけを厳選してご 
                 用意しています。食事は地のもの、旬のものを取り 
                 入れた地産地消のコース料理で新しい発見がある 
                 食の体験をお愉しみ頂けます。 
 
                 
                館内にある大浴場からでも海を進む船を静かに 
                眺めながら天然温泉をご堪能下さい。 
 



■募集型企画旅行契約 
⑴この旅行は、株式会社ＨＢＣビジョン（以下「当社」という）が企画・募集し実施す
る企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と企画旅行契約(以下「旅行
契約」という)を締結することになります。 
⑵契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されている
条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（以下｢最終日程表｣という）
及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」（以下「募集型企画旅行約款」
という）によります。 
■旅行の申し込み 
⑴ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金を添えてお
申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料、違約料のそれぞれの一部として
取り扱います。⑵ 当社らは電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による旅行契
約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成
立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書
と申込金を 
提出していただきます。 
 
旅行代金｜３万円未満 ｜３万円以上 ｜６万円以上 ｜１０万円以上｜１５万円以上  
    ｜      ｜６万円未満 ｜１０万円未満｜１５万円未満｜      .  
お申込金｜６千円～  ｜２万円～  ｜２万円～  ｜３万円以上 ｜代金の２０％
～ 
    ｜旅行代金まで｜旅行代金まで｜旅行代金まで｜旅行代金まで｜旅行代金まで  
 
⑶ 15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。（但し一部のコースを
除きます。）15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。 
⑷ お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必
要になる可能性があります。詳細は、「国内募集型企画旅行条件書」の「3.申込条件」
を確認のうえ、特別な配慮、措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただ
きますので、必ずお申し出ください。 
■旅行契約の成立と契約書面の交付 
⑴ 旅行契約は、当社ら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。 
⑵ 通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客
様に到達したときに成立するものとします。 
⑶ 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅
行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書
面」という）をお客さまにお渡しします。(当パンフレットはこのご旅行条件書におい
て、契約書面の一部といたします。) 
⑷ お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにでき
ない場合、当社はその旨説明し、お客さまの承諾を得て、お客さまが「取消待ち」状態
でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。（以下
「ウェイティング登録」といいます。）その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を
「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知しま
す。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただ
し、当社がその予約可能通知の前にお客さまから「ウェイティング登録」の解除の申出
があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は
「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証する
ものではありません。 

 

  

■通信契約 
 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいま
す。）のカード会員（以下「会員」といいます。）より所定の伝票への会員の署名
なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、そ
の他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。（以下「通信契約」
といいます。）その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、
一部異なりますので異なる点の詳細は、「国内募集型企画旅行条件書」の「5.通信
契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件」をご確認のうえ、お申
し込みください。 
■旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払いください。 
■旅行代金に含まれるもの 
⑴ パンフレット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）、宿泊費、食事代、観光料金（入場・拝観・ガイド等）、及び消費税等諸
税（但し、パンフレットに記載の基準期日現在に公示されているものに限ります）。 
⑵ 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を
含みます。上記諸費用は、お客さまの都合により、一部利用されなくても払戻しは
いたしません。 
■お客さまによる旅行契約の解除・払戻し（旅行開始前） 
お客さまは、パンフレットに定める取消料を支払って旅行契約を解除することがで
きます。この場合、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取
消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、
その差額を申し受けます。（なお、表でいう取消日とは、お客様が当社および旅行
業法で規定された委託営業所［以下「当社ら」といいます。］のそれぞれの営業日、
営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準といたします。 
 
イ)取消料                 
 旅行契約の解除期日         ｜ 取消料（おひとり）. 
                   ｜ 
 ①２１日目（日帰り旅行は１１日目）に｜ 無料  
  あたる日以前の取消        ｜          . 
                   ｜ 
 ②２０日目（日帰り旅行は１０日目）に｜ 旅行代金の２０％ 
  あたる日以降の解除（③～⑥を除く）｜          . 
                   ｜ 
 ③７日目にあたる日以降の解除    ｜ 旅行代金の３０％ 
  （④～⑥をを除く）        ｜          . 
                   ｜ 
 ④旅行開始日の前日の解除      ｜ 旅行代金の４０％ . 
                   ｜ 
 ⑤旅行開始日の当日の解除      ｜ 旅行代金の５０％ . 
                   ｜ 
 ⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加｜ 旅行代金の１００％. 
                    
ロ)各コース上に適用取消料の明記がある場合 
 それぞれに記載のある取消料を適用します。 
 ※お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
一部の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となり
ます。 

■ご旅行条件・代金の基準 
この旅行条件は2022年4月1日を基準としています。また旅行代金は20２2年4月
1日現在有効なものとして示されている運賃・規則を基準としております。 
■個人情報の取り扱いについて 
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の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いただく個人情報の項目をご自分で選択すること
は  お客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合で
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
ために  必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できない
ことがあります。  取得した個人情報は（総合）旅行業務取扱管理者が個人情報管
理者を代理してご対応いたします。    
(2)当社は、前号により取得し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において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運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、
前号により取得し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、予め電子
的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する  
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、  お客
様の個人情報を利用させていただくことがあります。 
(3)当社は、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することがあります。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ら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。 
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等におい
て、 
本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託する  
ことがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保
持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。  
  
  
  

  

旅行者向け「新しい旅のエチケット」について 

りょこう連絡会（協力：国土交通省・観光庁）から、国民の皆さま

に感染リスクを避けながら安全に旅行していただくために、旅行時

に感染防止のために留意いただきたい事項が「新しい旅のエチケッ

ト」としてまとめられました。お申込みの際、留意事項をまとめた

別書面をお渡しさせていただきます。ご旅行の際は『新しい旅のエ

チケット』を意識いただき、安心で楽しい旅にお出かけください。 

  

〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目1 共栄火災ビル 

ＨＢＣトラベル ㈱ＨＢＣビジョン 

観光庁長官登録旅行業第493号 

総合旅行業務取扱管理者 池田 晃児 

☎(011)２４２－３３６６番 

ホテル ギャラリー ＊イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entô Annex NEST     館内        食事 

4月１日現在、GOTOトラベル事業の適用除外条件等が未定のため、
事業割引適用前の旅行代金で新規旅行の申込を受け付けております。
再開後、割引対象となる旅行代金に予約済のお客様には改めてお知
らせいたします。 
※注意事項①事業が再開されていない場合、割引の適用はありませ
ん。その際、既にご予約済みのご旅行を取消される場合は、既定の
取消料を徴収いたします。②事業が再開されても、割引率や割引上
限額、地域共通クーポンの給付枚数、対象施設、旅行社の参加条件
等、これまでの内容と異なる場合があり、また事業概要によっては
お申込の旅行が割引の対象外となる場合もございますので、予めご
了承ください。 

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う 
当社ツアーの取り組み 及び お願い 

 

＊感染症予防のため、以下事項を旅行参加の条
件としていますので、ご確認の程お願い致しま
す。 
●ツアー参加中は常にマスクを着用して頂きま
す。 
●咳エチケットなど感染拡大防止のマナーにご
協力して頂きます。 
●ご旅行出発前14日以内に海外渡航履歴がな
いこと 
●ご旅行出発前14日以内に以下の症状がない
こと 
・発熱がある方、または発熱が続いている 
・風邪の症状（発熱、咳、くしゃみ、喉の痛み
など）がある。 
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困
難）がある。 
・その他、体調に不安がある。 
＊当コースは添乗員が同行しないフリープラン
となっておりますので、お申込み時にはご旅行
中の緊急連絡先が必要となります（携帯電話)
等） 
 
*新型コロナウィルス対策措置等の発出や感染者数が大幅に増加した場合は催
行を取りやめる場合がございます。 
 

お客様がご旅行中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃
厚接触者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の
措置が必要となった場合には、その指示に従って頂きます。またこれ
に要する費用はお客様のご負担となります。。 
 

 
 

 


