
株式会社プレゼンス ファンツアーデスク
TEL 03-5771-0045

担当 : 川田、馬目（マノメ） 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-7 第12FMGビル2F

東京都知事登録旅行業 第 2-5701　総合旅行業務取扱管理者　馬目真吾
営業時間 : 月～金 10:00～19:00 （土･日･祝日 休み）

株式会社キャストコーポレーション企 画 旅行企画・実施 株式会社プレゼンス

ご旅行のお問い合わせは・・・

旅行業務取扱管理者とは、 お客様の旅行を取り扱う業務所との
取引の責任者です。 この旅行の契約に関し、 担当者からの説明
にご不明な点がございましたら 、ご遠慮なく上記の者もしくは
上記委託取扱営業所旅行事務取扱管理者にご質問ください。

FAX 03-5771-0016

2019年9月26日（木）12:00～10月6日（日）12:00募集期間 ※受付は抽選となります。

松田凌くん、橋本祥平くん合同での１泊２日お泊りファンツアーが開催決定です！
今回、東京駅発着バスプランと現地集合・解散プランの２プランご用意しました。
さらにバスご利用のプランでは、バス車内でお2人からのウェルカムDVDをお楽しみください！
※松田凌くん、橋本祥平くんは、往復ともバスには同乗いたしません。 現地ホテルにて皆様をお待ちしております。

¥45,000
¥42,000

【Aコース】東京駅発着バスプラン：
【Bコース】現地集合・解散プラン： 

まさに夢の共演！！ 松田凌＆橋本祥平のファンツアーが開催決定！  ２人が揃う激レアな本ツアー、ぜひ参加しませんか！?
松田凌くんのファンの方も、橋本祥平くんのファンの方も、２人のファンの方も、初参加の方もお一人様参加の方も大歓迎！！ 
一緒に、このファンツアーを伝説にしましょう！

★ 発着地＆ご旅行代金（お一人様/税込）★ 旅行方面

静岡県
伊豆半島方面

★ 旅行期間（1泊2日）

※本ツアーは、『松田凌OFFICIAL SITE Re:reply ファンクラブ会員』様、もしくは『キャストコーポレーションチャンネル会員』様 限定のツアーとなり、非会員様はお申込み・ご参加することはできません。 
※中学生以下の単独でのご参加はできません。 ご参加の場合は必ず、保護者・親権者(両親、祖父母、又は20歳以上の兄又は姉）の同行が必要となります。 
※ご旅行当日、ご本人確認を行います。 顔写真付き公的身分証明証をご準備ください。

松田凌＆橋本祥平
夢のファンツアー開催！

まずは、大宴会場で皆さん一緒に会席料理のご夕食。 そのあとは、同じ会場で
ファンミーティング！！ 夜はまだまだこれから。 盛り上がっていきましょう♪

夜は広ーい畳の宴会場で
夕食＆ファンミーティング！！

松田凌くんと橋本祥平くんが一緒に、
お休みのごあいさつで皆様のお部屋をご訪問！
※今回お部屋数が多くなることが予想されます。 お部屋廻りは、お部屋玄関口でのご挨拶となり、
通常のお部屋廻りもお時間が短くなります。 予めご理解ご了承の程、宜しくお願いいたします。

お泊りファンツアー恒例の、
「お部屋廻り」もちろんあります！

ホテルで２人と合流して、
オリエンテーションイベント！

ホテルで2人とご対面！ そのあとは、オリエンテーションイベントを実施。
2日間、ギュッと凝縮して楽しみましょう！
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豪華！ 松田凌くんと橋本祥平くんの間に入って３ショット撮影！ （弊社チェキでの撮影）

一生に一度！？
３ショットチェキ撮影会！005005005
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ファンツアーの締めくくりは、ホテルから少し移動して、2人と一緒にランチタイム！ 
ツアーの思い出を振り返りながら、最後まで楽しみましょう！！
※現地集合・解散コース希望の方は、ホテルから昼食会場と、昼食会場からJR三島駅まで貸切バスで
送迎いたします。  ※松田凌くん、橋本祥平くんは、帰りのバスは同乗せず、現地にてお別れとなります。

ファンツアー最後のイベント、
２人と貸切会場でランチタイム！006006006
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松田凌＆橋本祥平ファンツアー

2019.11.16SAT - 11.17SUN



ご旅行条件

※ 交通・天候状況によって、 スケジュールが変更になる可能性があります。 予めご了承ください。
※ 松田凌さん、 橋本祥平さんは、 往復ともバスに同乗しません。 往路は、 現地にて皆様をお待ちしております。 復路は、 昼食会場にてお別れとなります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ ファンレター・プレゼント等は、 直接ご本人へお渡しすることができません。 当日スタッフがお預かりさせていただきます。 
※ ツアー中、 松田凌さん、 橋本祥平さんへの撮影行為は一切禁止となります。 ご協力の程よろしくお願いいたします。 

スケジュール （移動は貸切バス） 日付

２０１９年 １１月 16日（土） ～ １７日（日）　１泊２日　
【Ａコース】東京発着プラン … ８０名様 （最大募集人数 : ２５０名様）
【Bコース】現地集合・解散プラン … ４０名様 （最大募集人数 : １００名様）
※下記参照
同行いたします
夕食１回、 朝食１回、 昼食１回
静岡県 伊東温泉　ホテルサンハトヤ （静岡県伊東市湯川堅岩572-12）
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旅 行 期 日
最少催行人員

日 程 表
添 乗 員
食 事 条 件
ご利用ホテル

■ 基本ご旅行代金（4～5名様一室利用 / お一人様・税込）
※下記内容を必ずご一読頂きますようお願いいたします。

富士急行観光株式会社、 富士急山梨バス、 株式会社フジエクスプレス 又は同等クラス
宿泊代（１泊２日）、 行程上の貸切バス代・有料道路等、 食事代（夕食１回、 朝食１回、 昼食１回）、 ３ショット写真撮影代、 イベント費用等、 添乗員経費及び税・サービス料等
集合・解散場所までの交通費、 飲み物代、 個人的性質の費用（クリーニング代等、 電話代等）、 傷害・疾病に関する医療費、 任意の保険料、 上記旅行代金に含まれるもの以外

■
■
■

：
：
:

ご利用予定バス会社
旅行代金に含まれるもの
旅行代金に含まれないもの

【Aコース】 
東京駅発着貸し切りバス プラン
【Bコース】 
現地集合・解散 プラン

￥45,000-
￥42,000-

①松田凌＆橋本祥平ウェルカムオリエンテーション ②夕食、 ③ファンミーティング、 ④お部屋廻り　ですすめていきます。【ホテル到着後…】

【３ショット撮影会】 ※弊社チェキでの撮影
【ご昼食】 　　　  ※ご昼食は、 2人と一緒にランチタイム。 テーブル廻りも予定しています。　⇒　解散式　⇒　自由時間後、 バスにて出発。 

【 Ａコース 】 東京駅（1０:00頃 出発）  ＝＝＝  ＜ 途中ＳＡにて各自昼食休憩 ＞  ＝＝＝  伊東温泉 ホテルサンハトヤ（14:０0頃 到着）
【 Ｂコース 】 ご自宅  ＊＊＊  （ 各自 ） ＊＊＊  伊東温泉 ホテルサンハトヤ（1３:30頃 までに到着）

ホテルにて３ショット撮影会（1０:00～1３:０0頃 出発） ＝＝＝ ２人と一緒にご昼食（14:０0～1５:３0）  ＝＝＝ 
【 Ａコース 】　 ＝＝＝　＜ 途中ＳＡにて休憩 ＞　＝＝＝　東京駅（1８:３0頃 到着）
【 Ｂコース 】　 ＝＝＝　JR三島駅（16:０0頃 到着） ＊＊＊  （ 各自 ）　＊＊＊　ご自宅
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お申込み方法 （※応募者多数の場合は抽選）

株式会社プレゼンス募集要項・旅行条件 （抜粋）

個人情報の取扱いについて

② お申込みは　松田凌×橋本祥平ファンツアー専用申込フォーム よりWEBにて受け付けます。 （水色の部分をタップorクリックしてください。）

ご旅行条件（要約）
この旅行は、株式会社プレゼンス〔東京都渋谷区千駄ヶ谷３-２６-７ 第１２ＦＭＧビル２階・東京都知事登録旅行業第２-５７０１号〕(以下「当社」といいます。)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
企画」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、 当パンフレットの記載内容及び別途お渡しする旅行条件書、 確定書面（クーポン類または最終日程表）ならびに当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
１． お申込方法と旅行契約の成立
WEBによる申し込みのみとなり、 抽選にて受付いたします。 （電話・FAX・郵送での受付は承っておりません。） ツアー申込フォームに必要事項をご入力の上、 お申込みください。
お申込み手続きいただきましたら、 自動送信メールをお送りいたします。  当選案内は後日、 当選者のみへ郵送にてご連絡申し上げます。  
２． 旅行代金のお支払い
旅行代金お支払いのご案内は、 当選者の方のみ（グループでお申込みの方は代表者へ一括の送付）に、 郵送にてご連絡申し上げます。   弊社指定の銀行口座に全額お振込ください。 お振込期限は、 １０月 １８日（金）までとなります。
３． 旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
当パンフレットに記載した行程の交通費、 宿泊費、 食事代等およびその消費税等諸税相当額が含まれています。  これらの諸経費は、 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。 
行程に含まれない交通費、 飲食費等ならびに個人的性質の諸費用は含まれていません。
４． 取消料
お客様は、 次のお取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。  なお、 取消日とは、 お客様が当社またはお申込店の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
旅行開始日の前日からさかのぼって、 a）２０日目（日帰り旅行にあたっては１０日前）にあたる日から８日目にあたる日まで旅行代金の２０％、 b）７日目にあたる日から２日目にあたる日まで：旅行代金の３０％、 c）旅行開始日の前日：旅行代金の４０％、
d）旅行開始日の当日：旅行代金の５０％、 e）旅行開始後または無連絡不参加の場合：旅行代金の１００％
※ お客様のご都合で既にお申し込みのコースや出発日を取消され、 新たに別のコースや出発日をお申し込みになる場合、 また、 お申込人数から一部の人数を取り消される場合も、 
旅行代金に対してお一人様につき上記の取消料の対象となりますので、 あらかじめご了承ください。
５． 旅行代金の変更
お申込みいただいた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更となります。  実際にご参加いただくお客様の旅行代金が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。 尚、 詳しくは係員におたずねください。
6． 旅行の取止め
お申込人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取止めることがあります。  この場合、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
7． 特別補償
当社は、 当社の責任が生じるか否かを問わず、 特別補償規定に定めるところによりお客様がご旅行中にその生命、 身体または荷物に被られた一定の損害について、 補償金および見舞金をお支払いいたします。
ただし、その損害が疾病、 お客様の故意、 酒酔い運転または危険な運動中の事故によるものであるときは、 当社は上記の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
8． 旅程保証
当社は、 パンフレットに記載した契約内容のうち、 予め定められた重要な変更が生じた場合は、 旅行代金に１％～５％の所定の率を乗じた額の変更保証料をお支払いいたします。
ただし、 １企画旅行につき合計１５％を上限とし、 また補償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。
9． その他
（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 （2）詳しい旅行条件に関しては、下記URLからご確認ください。
10． 旅行条件書
http://www.presence-tour.jp/page/yakkan_index.php

当社及び株式会社キャストコーポレーションは、 お申込の際提いただいた申込書に記載され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、 お申し込みの旅行におけるイベントの実施、運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続きに
必要な範囲内、 および当社の旅行契約上の責任、 事故等の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、 当社と個人情報の取り扱いについて契約を締結するそれらの運送・宿泊機関、保険会社等に対し、 予め電子的方法等で送付することによって提供させていただきます。 
このほか、 当社では旅行を実施するうえで必要な手配を行うため、 提携先に個人情報を預託することがあります。 
また、 当社及び株式会社キャストコーポレーションは、 各種情報や旅行商品、 サービス・キャンペーンのご案内、 旅行に対するご意見･ご感想の提供やアンケートのお願いなどのため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。

① お申込期間は、 ２０１９年 ９月 ２６日（木）１２：００ ～ １０月 ６日（日）１２：００までとなります。

③ 本ツアーは、 １度に５名様までのお申込みが可能です。（代表者含む） 
④ １名様での申し込みで、 お部屋など同じグループになりたい場合は、 グループでのお申込みのご協力をお願いします。

※ 本ツアーは、 『松田凌OFFICIAL SITE Re:reply ファンクラブ会員様』もしくは、 ニコ生チャンネル『キャストコーポレーションチャンネル会員様』限定となります。
　 お申し込みの際は、 松田凌さんを応援している方は上記ファンクラブ番号が、 橋本祥平さんを応援している方は上記登録のニコ生IDが必要です。
※『松田凌OFFICIAL SITE Re:reply ファンクラブ会員番号』及び『キャストコーポレーションチャンネルに登録のニコ生ID』両方をお持ちの方は、
　『松田凌OFFICIAL SITE Re:reply ファンクラブ会員番号』をご入力ください。
※ 「専用申込みフォーム」からお申込みとなり、 お電話・FAXのツアー受付は行っておりません。
※ 二重申込みは、 受付いたしませんのでご注意ください。 （例：Aさんを代表者としてBさんがお申込み、 その後Bさんを代表者としてAさんお申込み  ⇒  これは二重申込みとなります。）
※ ツアーに関するお問い合わせは下記までお問い合わせください。

株式会社プレゼンス ファンツアーデスク TEL 03-5771-0045（営業時間 10:00 ～19:00　土･日･祝日 休み）

⑤ 受付は抽選となります。 抽選の結果は、 当選された方のみへの発送をもって替えさせていただきます。（１０月 ８日頃 発送予定）
　 ※ 当選された方には、 「当選案内・旅行代金振込先案内」を送付させて頂きます。 （グループでお申込の方は、 代表者の方のみへ発送いたします。）
　 ※ その際旅行代金の入金は、 グループ内合算での入金、 個別での入金、 どちらでも構いません。 （お振込み期限 ： １０月 １８日（金）まで）

相部屋に関して

※本ツアーは、 お部屋は４～５名一室利用となります。 （お部屋は和室又は和洋室となります。 お選びいただくことはできませんので予めご了承ください。）
・１名様でお申込みの方は、 自動的に相部屋でのご利用となります。 （一人部屋及び２名様・３名様一室利用の希望は出来ませんので予めご了承ください。）
・４～５名様一室（４名様or５名様グループでご利用 / ３名様or２名様グループで相部屋可 / １名様でお申し込みの場合） ： 追加料金なし
・３名様一室利用（３名様グループで相部屋不可の場合）： お一人様 ￥4,000追加
・２名様一室利用（２名様グループで相部屋不可の場合）： お一人様 ￥8,000追加

https://www.presence-tour-fantour.jp/matsuda-hashimoto-fantour1116

