「サラーム・キルギス・ビジッ ト 2012 春」 参加条件書
本プロ グラムへのお 申込 みは下 記条 件 によりお受けし ま す。お申 込書を 送付 する 前にもう一
度お読みください。

1. 参加資格
1-1. 参加時に毎日エ デュケーショ ン（以下当社）の定める条件を 満たし ている方。
1-2. 本ビジットの趣旨、運営 方法を十 分理解 する 方。

2. お申込み
2-1. 必要事項が全て記 入され た申込 フォ ームおよび内金 の 21,000 円（消費税込）の受領を、
当社 が確 認でき た時 点 でお申 込み の完 了とし ま す。お 申込 みが 完了 した方を「 申込 者」と呼
びま す。
2-2. 場合によっては 上記 2-1 に記載され た申 込フォ ーム以外 の書類を 必要と する 場合が あ
ります。詳し くは 概要をご 参照い ただき 、必要 書類を確 認の 上、申 込フォ ームと 併せてお 申込
み時にご送付 ください。
2-3. 提出書類 に不備 が ある 場合 、ま たは必 要費 用 の入 金が 確認 でき ない場 合 は、お 申込
みは完了 しませ ん。 なお、未成 年の場 合は、 親権者 の同意を 参加の 条件とし ま す。
2-4. ご希望の申 込内容 が全 て満 席で 参加 でき ない場合 は、 満席 による 取消 とみ なし入 金さ
れた費 用を返金し ま す。
2-5. 以下の事由により当 社はお申 込みをお断り する場 合が ありま す。
・申込者が参 加資格 に該当しない 場合。ま たは 申込者 が未成 年、親 権者同 意がない 場合。
・申込者の 希望 する 日本出 発日およ びビ ジット開 始日ま で に必要 な手 続きが完 了できる 見込
みがない場 合。
・参加目的が 不適切 で あると当社 が認 めた場 合。
・既往症ま たは現 在の心 身の健 康状態 がビジット参 加に不適 切で あると当 社が認 めた場 合。
・そのほか 当社が 不適切と 認 めた場合。

3. 参加条件
3-1. 参加にあたり健 康 状態 に懸念 や活 動 に影響し か ねない 既往 症（傷 病）が ある場 合、お
申込前 に当社 へ相談を していただきま す。
3-2. ビジットへの全日 程の参 加を参 加条 件とし ま す。全 日程 の参 加が 不可能 な場 合は 原則
として参 加を辞退し ていただくか申 込内容を 変更し ていただきま す。 なおこの 場合の 変更およ
び取 消は参 加者の 自己都 合によるもの とみな し下記 9 およ び 10 に基 づき申込 取消規 定の
適用となり ま す。

4. 支払い
4-1. 参加費用残 金は一 括でお 支払いい ただきま す。ただし 、現 地で 別途 費用 が必 要な もの
もあり ま すので 渡航前 にご 確認 ください。

5. 参加費用に含まれるもの
・日程に明 示し たキルギス 国内の 空港と宿 泊場 所間の 送迎バ ス等の 料金
・日程に明 示し た宿泊 の料金
・日程に明 示し た観光 に伴 う入 場料金
・日程に明 示し た食費
※上記 費用は 、お客様 のご都 合 により一部 利用さ れな くて も、 原則とし て払い戻 しはい たしま
せん。

6. 参加費用に含まれないもの
6-1 原則として、前項（5）以外のもの。 その一 部を例示い たしま す。
・日本/キルギ ス往 復の航 空券・燃油 サ ーチャージ、 空港税、 出国 税、空港 施設使 用料、 同保
安サ ービス料 等。
・食事の際の 飲み物 代
・希望者のみ が参加 する 現地ツ ア ー等の 旅行代 金
・食事付きと明示 されている 以外の 滞在中 の食費
・個人使 途費 用の 全て（ 電話代 、クリ ーニング代、 追加 飲食 費、 個人的 な 飲料費・ 交通 費・チ
ップ等個人的 性質の 諸費用）
・日本国内の ご自宅 と集合 地・解散地 間の交 通費・宿泊 費・手荷物 運搬費 等
・任意の海外 旅行保 険料（別途 ご案内）、 旅行中 の医療 費及 びそれ に付随 する 費用
・託送荷物超 過料金（規 定の重 量、容 量、個数を 超える 分につい て）
・一人部屋追 加料金
・渡航手続関 係諸経 費（旅券印 紙代、 証紙代、 ビザ代、 渡航手 続取扱 料金）
・個人的な別 日程 で キルギス に入 国・出国 する場 合の、 空港と 宿泊場 所間の 移動交 通費
・事務手数料

7. ビジットについて
7-1. このビジットはビジット 開始日 に集合場 所で 集合し てか らビジット 終了後 に解散 する まで
です。集合 前、解散 後の 宿泊は 参加者 個人の 手配もしくは 別途費 用がか かりま す。
7-2. ビジット開始 後 に現 地の 都合 や 天候 等の 理由 で 内容 や宿 泊場 所が 変更 になる 場 合も
ありま す。
7-3. ビジット期間中は現地引 率者が 同行し、 参加者 の安全を 第一 にビジットを 進 めま す。
7-4. 本ビジットは 現地 集合 、現 地 解散 で すので 、集 合前 及 び解散 後は 、原 則、 個人 手 配で
行います。
7-5. 現地団体の都合等 により、ビ ジットの日 程およ び内容 や宿泊 場所が 当社の Web サイト
及 び資 料 に記 載さ れて いる内 容か ら予告 なし に変更 され ることが あり ま す。 この場 合、 内容
変更に基 づく必要経 費は参 加者ご 自身の 負担と なりま す。（10-7 参照）

8. 渡航手続き
8-1. 参加者ご自身にて、航 空券、 旅券、必 要 に応じ て査証 等の手 配をして ください。

9. お申込内容の変更
9-1. お申込み内容 の変更 につい ては 、ビジッ ト手 配内 容に支障 がない 場合 に限りお受けい
たし ま す。 ただし 、宿 泊、 運送 等ツ ア ー手 配 に大きな 変更 が伴 う場合 につい て は、 変更 手数
料として 10,500 円を頂きま す。

10. お申込内容の解除
10-1. お申込後 本ビ ジット への 参 加を取 消 する場 合、 当社 規 定の 取消 手数 料と し て以 下取
消料を申し受け ま す。
①ビジット開 始日の 前日か ら起算 して 40 日 目以降 〜31 日目以 前／ビ ジット参加費 の 10％
②30 日目以 降〜3 日 目以前 ／ビジット参 加費 の 50％
③2 日目 以降〜ツ ア ー開始 日／ビジット 参加費 の 70％
④ツア ー開 始後ま たは 無連絡 不参加 ／ビジット参 加費 の 100％
10-2. 取消をされる場 合、必 ずメールもし くは ファ ックス にて 取消の 旨を当 社にお 知らせくださ
い。
10-3. 申込取消 受付日 とは、 参加 者か らの キャン セル 連絡を当 社が 確認し た日を指し ま す。
取消の確 認は当 社営業 時間内 となりま す。
10-4. 取消により返 金が 発生 する 場合 は指 定の 口座 に返金 されま す。返 金先 は、 日本 国内

の口座 になり ます。
10-5. 個人の都合で 参加を取 消もし くは 申込内 容を変更 し返金 が生じる場 合、口 座への 振込
手数料は 申込者 の負担 となりま す。
10-6. 取消の場 合、 提出 した申込 書 等は 当社 規定 により 保管・ 破棄 し、いか なる 理由 によっ
ても返 却いたし ませ ん。
10-7. 現地団体の 都合で 現地 での企 画内 容が変 更・中止 にな ること が稀 にご ざいま す。 その
ような 場合 には 現地 団体より 振替の 企画 が提案 される ので、 原則と して参 加が 決定さ れてい
た方 には振 替の企 画 に参加し ていただきま す。
どうして もご 参 加いただけ ない場 合は 参 加費 用をご 返金い たしま す。ただし、 航空 券や 現地
での宿泊 先の キャンセルに伴う料金 に関し ては当 社は免 責となり ま す。
10-8. ビジットがすべ て満席 で参加を 取りや める 場合の み全額 ご返金い たしま す。

11. 参加者への日本からの連絡
11-1. 日本のご家 族等 が参 加者 に連 絡をとる 場合、ビ ジット期 間内 外にかか わらず、重 大緊
急時以外 は、原 則として 直接ご 家族等より 現地滞 在先 に連 絡を取っていただきま す。
11-2. 重大緊急時 に日本 から連絡をとる場 合、昼 間は現 地団体 オフィス経 由、夜 間は現 地団
体担当者 の携帯 電話経 由となり ま す。場所 によ って は、通話 ができ ない場合が ありま す。
11-3. 当社はビジット期間 中の各 参加者 への連 絡業務 は一切 代行いたしませ ん。

12. 送付書類
12-1. 当社か ら申 込者 に送付 する書 類（最 終案 内書 面、 海外 旅行 保険 案内 等）は 全て 日本
の住所 にのみ 送付い たしま す。
12-2. 必ず全て の書 類を出発 前に入手できるよ う余 裕をもって手 続きを完了し てください。
12-3. 最終案内 書面 は、 フライトス ケジ ュール 、保 険の 加入 手続き、 必要 書類 の全 てを 確認
させていただいた後、現 地団体 からの 案内が 届き次第 、送付い たしま す。
12-4. 当社から送付 の書類 は全 て熟読し ていただきま す。

13. 当社の役割と責任
13-1. 本ビジット におけ る当 社の 役 割は 、ビジ ットへ の 参加 手続き の代 行、 およ び海外 旅行
保険の 案内 と加 入の 確認 、フライト スケジ ュール の確 認、およ び最終 案内 書面 の送 付を もっ
て完結し ま す。
13-2. 以下のような当 社の責 任 によらない事由 により 、参 加者がビ ジット に参 加できな かった
場合 、およ び出発 時期 が変 更 にな った場合 には当 社は 一切 責 任を負い ませ ん。 またこれら
にともない発生 するい かなる損 害 に対して も当 社は責 任を負いませ ん。
・ 参加者 がパ スポ ート、 査証 等を取 得でき ず渡航 できな かった場 合、およ び渡航 国で 入国
を拒否され た場合 。
・ 天災、地変、 戦争、 暴動、ス トライキ等 による不 慮の事 態、その他 不可抗 力による 場合。
・ 参加者が日 本および渡航国 の法令 や公序 良俗 に反 する 行動をと った場合。
・ 参加者が事 故、疾病 、盗難 などを理 由に参加 できない場合 。
・ 集合時間 に間 に合わ なか った場合。
・ 参加者が申 込 んだプロ グラムの 全日程 に参 加できる航 空券を購 入でき なかった場 合。
・ 現地団体が 突然予 期せぬ 取消や 日程、内 容の変 更をし た場合。

14. 参加者の責任
14-1. 当社から提供 される情 報を活用し 内容 について理 解 するよう努 めてい ただき ま す。
14-2. 渡航国の法令、 現地団 体や現 地団 体の引 率者の 指示 に従 っていただきま す。

15. 当社からの解約
15-1. 参加者 に以 下の 事由 が生 じ た場 合は、 当社 は参 加者 に通告 の上 、この条 件 に基 づく
参加の 決定を解 除できる ものと しま す。 この項 目 に基 づいて 当社 が申込 みを解 約した際 には、
入金 され た費用 は一 切返 金い たし ませ ん。 また、 この 解約 に伴い 参加 者が 被るい かな る損
害に対 して も当社 は責任を 負いませ ん。
・ 定められた期日ま で に必要 な書類 と入金 の確認 ができない 場合。
・ 参加者と長期 にわたり連 絡が取 れない場 合。
・ 参加者が 当社 に届け出 た参加 者 に関 する 情報 に虚偽 あるいは 重大 な遺 漏が あることが
判明した場合。
・ そのほか当 社が 本ビジットの 運営上 や むを得ない 事由が あると 認 めた場合。

16. 個人情報の保護に関する法律」について
16-1. 当社は「個人情 報の保 護 に関 する 法律」及 びその 他の関 連法 令等を遵 守いたし ま す。
詳しくは 当社 We b サイトをご覧 ください。
http://www.myedu.co.jp/
16-2. 参加者の滞 在先情 報 については 、緊急 時 にご家 族の方 からお 問合せ が あった場 合の
みお知らせい たしま す。
16-3. 個人情報は 緊急 事態へ の対 応に限り、 所属企 業や 大学か らの 求 めに応 じて 提供 する
場合が ありま す。

17. その他
17-1. 本ビジット参加 にあたっては 参加者 の自 己管理、 自己 責任およ び主 体性が 求 められま
す。
17-2. 当パンフレットの記載 内容 は 2011 年 12 月 1 日現在有効な資 料に基 づいておりま す。
現地団体 の都合 により 内容等 は予告 なし に変更さ れる場合 が ありま す。
17-3. 航空券、査 証、ビ ジット期 間外の 交通 機関 等ご自 身で 手配さ れたお 申込 条件 は、お申
込みされ た業者 の規定 により ま す。
17-4. 渡航先（国、地域）や都 市の情 報等 は、参加 者ご自 身で 収集してい ただき ま す。
17-5. 渡航先（国、地 域）によ って外務 省より危 険情 報など の安 全関係 の海 外渡航 関連 情報
が出さ れてい る場 合が あり ま す。 海外 渡航 関連 情報 は外 務省 海外 安全 相談 セン タ ーな どご
自身にてご 確認ください。
http://www.anzen.mofa.go.jp/
17-6. 渡航先（国、 地域）の 衛生状 況 について は、厚 生労 働省「海 外渡 航者の ための感 染症
情報」ホームペ ージ でご確 認ください。
http://www.forth.go.jp/
17-7. このお申込条件 は 2012 年 1 月 1 日以降にお申 込される方 に適用され ま す。

