伊藤祐奈ちゃん、アイドル最後のイベントはなんと２本だて！
『日帰りバスツアー』と『ファンミーティング』、あなたはどちらに参加しますか？ もちろん両方参加もOK！
伊藤祐奈に会えるのはこれが最後です！

2015.8.15
『伊藤祐奈卒表記念イベント』
なんと！両コースご参加の方には、

『ゆうなちゃん直筆お手紙』
をプレゼント！

『ずっとやりたいと言っていたバスツアー！最後にみんなで夢を叶えましょう！』
2015.8.15

●ゆうなちゃん念願のバスツアー！一緒にバスに乗って出発です！
（バス複数台の時は往復乗り換えながらすすめていきます）
●マザー牧場でアイスクリーム作り！
●ゆうなちゃんと一緒にジンギスカンタイム！

お一人様：￥２０，０００(税込)

●ミニファンミーティングとプレゼント抽選会！
●２ショット撮影会＆握手会（弊社チェキにて撮影）
●⽴⾷ビュッフェでラストファンミーティングスタート！
●緊急アンケート！『おれはゆうなのここが好きだ！」

2015.8.15

●２ショット撮影会＆ハイタッチ会（弊社チェキにて撮影）
●歌も唄っちゃいます！

お一人様：￥８，１５０(税込)

●そして、本当にこれで最後！『ゆうなちゃんからラストメッセージ！』

お申込み方法 （抽選）

募集期間：２０１５年６⽉１２⽇（⾦）12:00 〜 ６⽉２６⽇（⾦）15:00まで
ツアーに関するお問い合わせは、TEL:03-5771-0045 / FAX:03-5771-0016

株式会社プレゼンス ファンツアーデスク

担当：森本、馬目（マノメ）

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-7 第12FMGﾋﾞﾙ２F 営業時間：⽉〜⾦ 10:00-19:00 (土･日･祝日 休み)

企 画

株式会社ボックスコーポレーション

旅⾏企画・実施

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

株式会社プレゼンス

お申込み方法（抽選）
※お申込みは、FAXまたは郵送でのお申込みとなります。 （先着順ではございません。応募者多数の場合は抽選となります。）
※二重でのお申込みは受付けませんのでご注意ください。
※お申込書の「Ａコース：バスツアー」、「Ｂコース：ファンミーティング」の欄に、必ずご希望のコース欄に「○」をお付けください。
※両コースともお申込みご希望の方は、両方に「○」をお付けください。
その際、どちらかが当選し、どちらかが落選の場合もございます。念の為、どちらが第一希望又は第二希望かをご記入ください。
※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 ０３－５７７１－００４５（営業時間：10:00-19:00、土・⽇・祝⽇ 休み）
①お申込期間は、2015年６⽉１２日（⾦）１２：００ 〜 ６⽉２６日（⾦）１５：００までとなります。（郵送でのお申込みは、６⽉２６日必着）
②別紙の「ツアー申込書」に、必要事項をご記入の上、株式会社プレゼンスファンツアーデスクまでFAX又は郵送にてお申込みください。
（「ツアー申込書」がダウンロードできない方は、申込書に記載の必要事項を書いて、お申込み頂いても構いません。）
③１名様でのお申込みで、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致します。
④一度に４名様までのお申込みが可能です。（代表者含む）
⑤受付は抽選となり、当選結果は発送をもって替えさせて頂きます。（６⽉２９日（⽉）頃発送予定）
※当選された方は、当選案内と旅⾏代⾦振込先を代表者の方へ郵送させて頂きます。お⼿元に届きましたら、入⾦期日をご確認の上お振込みください。

ご旅⾏条件
Ａコース：⽇帰りバスツアー

２、ご旅⾏代⾦（お一人様・税込）
１、旅⾏条件
対象コース
旅⾏代⾦（お一⼈様・税込み）
■旅⾏期間：２０１５年８⽉１５日（土）日帰り
■最少催⾏⼈員：４０名様 / 募集定員：１６０名様
Ａコース ⽇帰りバスツアー コース
￥２０，０００－
■発着地：東京発
■⾏先：千葉県・房総半島方⾯ / マザー牧場 住所）千葉県富津市⽥倉940-3
■食事：昼食×１回
■添乗員：同⾏いたします
■旅⾏代⾦に含まれるもの：⾏程上のバス代、観光施設入場料、昼食食事代、添乗員経費及び上記に関わる税・サービス料・イベント費⽤(お客様の都合による不参加払い戻しいたしません)
■旅⾏代⾦に含まれないもの：個⼈的な性質の費⽤(飲食代、クリーニング代、電話代等)、傷害、疾病に関する医療費、任意の保険料、⾃宅〜出発地までの往復交通費
3,⽇程のご案内
日付

１

８/15
(土)

スケジュール （移動は貸切バス）

出発
バス⾞中は、質問コーナーなど
マザー牧場でゆうなちゃんと思い出作ろう！
東京駅 鍛冶橋駐⾞場 ＝＝＝＝＝＝ ＜アクアライン経由 ※海ほたる休憩＞ ＝＝＝＝＝＝
マザー牧場
＝＝＝＝＝＝
08:30出発
10:30-15:00
●集合時は・・・・・伊藤祐奈ちゃんが皆さんをお出迎え！元気に朝のご挨拶！
●バス⾞内では・・・・・ゆうなちゃんもバスに同乗し、一緒に現地まで向かいます。
質問コーナーなどで楽しい時間♪

東京駅到着、解散
19:00頃到着

●マザー牧場では・・・・・
★ゆうなちゃんと一緒にアイスクリーム作り体験をします。ゆうなちゃんにも⼿伝ってもらいましょ！
★ジンギスカンで一緒にお食事です。ゆうなちゃんが皆さんのテーブルを廻ります！
★ミニファンミーティングでゲーム大会やプレゼント抽選会を予定

※バス複数台の時は、途中各バスを乗り換え。

★２ショット撮影会＆握⼿会 などなど

※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。
※お帰りは交通渋滞が予想されます。上記日程表記載の時間はあくまで予定です。東京駅着後の列⾞、⾶⾏機などは余裕を持ってご予約ください。

Bコース：ファンミーティング

２、イベント代⾦（お一人様・税込）

１、イベント条件
対象コース
旅⾏代⾦（お一⼈様・税込み）
■イベント実施日 ： ２０１５年８⽉１５日（土）
２１：００スタート ⇒ ２３：００終了（予定）※受付は２０：３０から予定
Ｂコース ファンミーティング コース
￥８，１５０－
■場所・会場 ： 都内某所
■募集⼈員 ： １６０名様（最少催⾏８０名様）
■イベント代⾦に含まれるもの ： 食事代、フリードリンク代（アルコールの除く）、イベント入場料、その他イベントに関わる費⽤ ※お食事（軽食）はブッフェ形式となり、⽴食スタイルとなります。
■イベント代⾦に含まれないもの ： イベント会場までの交通費、一部有料ドリンク代、傷害・疾病に関する医療費、任意の保険料、個⼈的な性質費⽤、他上記に含まれないもの
■イベント内容
①ゆうなちゃんと一緒に乾杯！ ②ゆうなちゃんと最後の２ショット撮影会 ③ゆうなちゃんのトークタイム＆緊急アンケート！ ④歌も唄っちゃいます！⑤そして、伊藤祐奈からラストメッセージ！
⑥最後のハイタッチ会
※スケジュールが変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※会場へのお花は、本イベントでは御遠慮いただいております。
株式会社プレゼンス募集要項・旅⾏条件（抜粋）
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3-31-1ニュービクトリアビル3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
抽選にて受付いたします。ツアー申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は郵送にてお申込みをお願いいたします。当選者のみ郵送にてご連絡申し上げます。旅⾏契約は、当社が締結を承諾し、旅⾏代⾦を受領したときに成⽴するものとします。
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（グループでお申込みの方は代表者へ一括の送付）のみ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７⽉１５日（⽔）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)詳しい旅⾏条件を別途お渡しいたしますのでご確認の上お申し込みください。
個人情報の取扱いについて
当社及び㈱ボックス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、当社および㈱ボックス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。

『 ゆな旅 』 ツアー・イベントお申込み書
お申込み先

※ＦＡＸ又は郵送にて下記まで送付をお願いいたします。抽選での 受付となります。

ＦＡＸ ： ０３－５７７１－００１６

TEL:03-5771-0045

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-7 第１２FM Gビル２F

㈱プレゼンス ファンツアーデスク

※本申込書を印刷で きない環境の方は 、下記の必要事項を郵送にて(ﾌﾘｰﾌｫｰﾏｯﾄ）で お送りいただいても結構で す。
※１名様で のお申込み希望で 、お仲間の方と 同じグルー プになりたい方は 、グルー プで のお申込みのご 協⼒をお願い致します。（一度に４名様まで お申込み可能）
※ご 参加を希望される コー ス（Aコー ス：バスツアー 、Bコー ス：フ ァンミ ー ティング）どちらか に○をお付けください。
両コー スと もご 参加希望の方は 、両方に○をお付けいただき、その際どちらが第一希望か を併せて ご 記入ください。
旅⾏⼿配の為に必要な範囲内での運送期間等その他への個⼈情報提供について同意の上、以下の旅⾏に申し込み ます。

代表者
フリガ ナ

性別

年齢

⽣年⽉日（⻄暦）

氏名
〒

電話番号（携帯又は日中連絡が取れ る番号）

住所

Aコース：バスツアー

Bコース：ﾌｧﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

同⾏者１
フリガ ナ

性別

年齢

⽣年⽉日（⻄暦）

氏名
〒

電話番号（携帯又は日中連絡が取れ る番号）

住所

Aコース：バスツアー

Bコース：ﾌｧﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

同⾏者２
フリガ ナ

性別

年齢

⽣年⽉日（⻄暦）

氏名
〒

電話番号（携帯又は日中連絡が取れ る番号）

住所

Aコース：バスツアー

Bコース：ﾌｧﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

同⾏者３
フリガ ナ

性別

年齢

⽣年⽉日（⻄暦）

氏名
〒

電話番号（携帯又は日中連絡が取れ る番号）

住所

Aコース：バスツアー

Bコース：ﾌｧﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

※備考欄 ： 何か ご希望等あ りましたらご記入ください

個⼈情報の取扱いについて
当社は 、申込みの際提出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、お申込みの旅⾏における運送・ 宿泊機関等が提供す るサービスの⼿配・ 受領のための⼿続に必要な 範
囲内、及び当社の旅⾏契約上の責任、事故時の費⽤等を担保す る保険の⼿続上必要な 範囲内で、当社と 個⼈情報の取扱いについて契約を終結す 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 。また、当社では 旅⾏及び本イ ベン トを実施す る上で必要な ⼿配とし て個⼈情報を共同で利⽤いたし ます 。

