
ツアー代金に含まれるもの ：上記区間の往復交通費 [貸切バス代 ・有料道路代 ] ・ 観戦チケット [ アウェイＡ自由席 ]

観戦チケット付！

□募集人員／ 100 名　□最少催行人員／ 30 名　□添乗員／同行いたしません　□食事／なし　□運行バス会社 ：大川バスま

たは鴨田タクシー　　□お申込締切り／ 7月 30 日 ( 月 )１８ ： ００　

オフィシャルアウェイツアー

8.5(SUN）
18:00   KICK OFF

2018年8月5日（日）
￥6,600 ￥6,000（大人お一人様） （小中高生お一人様）

観戦チケット付！

VS
第27節

オフィシャルアウェイツアーオフィシャルアウェイツアー

VSVS
第2第2第2

オフィシャルアウェイツアーオフィシャルアウェイツアーオフィシャルアウェイツアーオフィシャルアウェイツアーオフィシャルアウェイツアー

大川自動車株式会社

株式会社マルナカツーリスト

東武トップツアーズ株式会社

オフィシャルアウェイツアーオフィシャルアウェイツアー

今年もやります！
アウェイバスツアー
参加者・お楽しみ抽選

瀬戸大橋30周年
にふさわしい一戦を見逃すな！

参加者全員にシーズン終了後
プレゼント抽選応募ハガキ
をプレゼント！

 8/5
 (日)

行　　　　程月　日

出発時間_11：00　 出発時間_11：30　 出発時間_12:10　 出発時間_12：30　

出発時間_12：00　 出発時間_12：10　 出発時間_12：30　 出発時間_13：10　

＊この募集チラシをもって最終日程表 （確定書面） とさせていただきます。 裏面の旅行条件を必ずご確認ください。
＊なお、 出発時間は上記時間を予定しておりますが最終ご案内の際に前後１5分程変更となる場合がございます。 最終確認のご連絡の際に改めて
　出発時間をご案内致しますので予めご了承下さい。
＊万が一お客様が集合場所にお越しにならない場合でも、 出発時間を過ぎますとバスは発車いたします。 ご了承 ・ ご注意下さい。
＊駐車場内での盗難および事故については一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。

・ 9/8  VS　愛媛ＦＣ

詳細は後日発表致します。予定が変更となる
事もございます。予めご了承下さい。

VSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVS
瀬戸大橋30周年瀬戸大橋30周年
にふさわしい一戦を見逃すな！

ファジアーノ岡山

以下のご乗車地から無料駐車場が
ご利用できます。
　★鴨田ﾀｸｼｰ車庫（三豊市高瀬町上高瀬）
　★ﾏﾙﾅｶｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ宇多津店
　★屋島観光バス(高松市春日町)
　★マルナカ栗林南店第二駐車場
　★大川オアシス（さぬき市津田町）
台数に限りがあります。
お申込時に必ずご予約下さい。
また、グループ様でのお申込のお客様
で、乗車場所が異なる場合は運行バス
も異なる場合がございます。
予めご了承下さい。

★

【丸  亀】
ＪＲ丸亀駅　

【観音寺】
ＪＲ観音寺駅　

【高瀬】鴨田ﾀｸｼｰ車庫
(三豊市高瀬町上高瀬)

出発時間_１３:１０　 出発時間_１３:４０ 出発時間_１４:１０ 出発時間_１４:４０

【高松】
ＪＲ高松駅　

【栗林】
マルナカ栗林南店第二駐車場

【屋島】屋島観光バス
(高松市春日町）

出発時間_１４：２０出発時間_１４:００出発時間_１３:４０　

【津田】大川オアシス
(さぬき市津田町)　
出発時間_１３:００

★印無料駐車場

【宇多津】
ﾏﾙﾅｶｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ宇多津店　

★ ★

★★

西讃地区（観音寺市・三豊市）　／　中讃地区（丸亀・宇多津）　

東讃地区（さぬき市）　／　高松地区（屋島・高松・栗林）　

今後の

アウェ
イバス

ツアー

Lineu
p

西讃地区~中讃地区 / 東讃地区~高松地区　===　　シティライトスタジアム
　  13：10～ 14:40 　　/  　  13：00～14：20          　　　　　16:00　　　　　　ｷｯｸｵﾌ18：00～

===　高松地区~東讃地区/中讃地区～西讃地区
　　　　　 22:10～23:30　    /  　 21:50～23:20            　

18:00   KICK OFF18:00   KICK OFF



ﾌﾘｶﾞﾅ 同行者
   ①

同行者
   ②

同行者
   ③

同行者
   ④

同行者
   ⑤

代表者

氏　名

ご乗車地

ご乗車地

ご乗車地

ご乗車地

ご乗車地

ご乗車地

駐車場

受　　付 確　　認 備考 ・ 連絡欄

①　観音寺　 ・ 　②　高　瀬　 ・ 　③　丸　亀　 ・ 　④　宇多津

⑤　栗　 林　 ・ 　⑥　高　松　 ・ 　⑦　屋　島　 ・ 　⑧　津　田　

高 瀬  ・ 宇多津　 ・  栗 林　 ・ 　屋 島　 ・ 　津 田

現住所

連絡先

〒　　　　　－　

男　 ・ 　女　　　　　年齢　　　　歳

年齢　　　　歳

年齢　　　　歳

年齢　　　　歳

年齢　　　　歳

年齢　　　　歳（　　　　　　　）　　　　　　－

カマタマーレ讃岐　オフィシャルアウェイツアー　【第 27節　VS　 ファジアーノ岡山】 お申込書

ご旅行条件（要約）　＊必ずお読みください

ご　案　内

契約解除の日
20～8日前まで
（日帰りは10日目）

7～2日前まで 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 旅行開始後または無連絡不参加日の当日

取消料率 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

■この旅行は(株)大川観光（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｣といいます)を締結することになります。

　旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ（以下「契約書面」といいます。）・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型旅行契約の部（

以下「約款」といいます。）によります。

■旅行のお申込・ご予約及び契約成立

(1)所定の申込書に所定の事項を記入し、申込金を沿えてお申込ください。なお、本旅行のお申込金は旅行代金全額とします。

(2)電話、郵便、ファクシミリ、Ｅメール及びその他の通信手段による旅行契約のお申し込みの場合、当社らが電話等による旅行契約予約の承諾の旨を、お客様に通知した時に成立するものとします。

(3)旅行契約は、当社ら契約の締結を承諾し、旅行代金を全額受領したときに成立するものとします。

■旅行代金は、旅行開始日の前日起算してさかのぼって10日前までにお支払い下さい。なお、10日前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までに頂きます。 

■旅行代金に含まれるもの　　　旅行日程表に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税。

■取消料　　旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を頂きます。

■特別補償　お客様が旅行中、生命、身体に被られた一定の損害については、当社の故意・過失の有無に係らず特別補償規定に定めるところにより補償金及びお見舞金をお支払いします。

■免責事項　お客様が以下の事項により、損害を受けられた場合は、賠償の責任は負いません。

〇急激かつ偶然の外来の事故　〇天災地変・戦乱・暴動及びこれらの為に生ずる旅行日程の変更･中止　〇日本の官公署の命令または伝染病による隔離　〇運送・宿泊期間の事故・火災及びこ

れらの為に生ずる旅行日程の変更･中止　〇自由行動中の事故　〇食中毒　〇盗難　〇運送機関の遅延･不通またはこれらの為に生ずる旅行日程変更及び観光地の滞在時間短縮
■この旅行条件は平成30年7月5日現在を基準としております。
■個人情報取り扱いについて：当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させていただく他、お客様がお申込み頂いた旅行に
おいて運送機関など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の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

■旅行に関するお問合せ・お申込先■

大川自動車株式会社協 力

株式会社カマタマーレ讃岐企 画

【旅行企画・実施】

株式会社大川観光 本社営業所

香川県知事登録旅行業2-80 (社)全国旅行業協会正会員

旅行業務取扱管理者　池田達也

〒760-0033  香川県高松市丸の内5-5　

株式会社大川観光 本社営業所

香川県知事登録旅行業2-80 (社)全国旅行業協会正会員

国内旅行業務取扱管理者　池田達也

〒760-0033  香川県高松市丸の内5-5　

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、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく旅行業務取
扱管理者にお尋ねください。

【総合計旅行代金】【総合計人数】

円名

大　　 人　　　　　　　名

小中高生　　　　　 　名

＊この募集チラシをもって最終日程表 （確定書面） とさせていただきます。
＊集合時間、 出発時間や旅行内容をよくご確認ください。
＊万が一お客様が集合場所にお越しにならない場合でも、 出発時間を過ぎますとバスは発車いたします。 あらかじめご了承ください。
＊無料駐車場は台数に限りがございます。 お申込時に必ずご予約ください。 なおなるべくお乗り合わせでお越しください。
＊駐車場内での盗難および事故については一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。

TEL  087-851-0681  FAX 087-822-8519

営業時間：9：00 ～ 18：00　土日祝日も受付いたします。

(     　  ) 台

■お申込について　　お電話等にてお申込後 2日以内に下記口座に旅行代金をお振込ください。

　　　　　　　　　　　百十四銀行　高松駅前出張所（普）０４３５１７６
　　　　　　　　　　　株式会社大川観光 振り込み手数料はお客様負担でお願いいたします。
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