全国フットパスの集い
２０１９ｉｎ但馬
募集要領＆参加申込書

フットパスとは？
「フットパス」とは、イギリスを発祥とする
『森林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からあるありのままの風景を
楽しみながら歩くこと【Foot】ができる小径（こみち）【Path】』のことです。
本場イギリスではフットパスが国土を網の目のように縫い
国民は積極的に歩くことを楽しんでいます。
近年、日本においても様々な地域において各々の特徴を活かした
魅力的なフットパスが整備されてきています。

全国フットパスの集い 2019in 但馬実行委員会
全国フットパスの集い 2019in 但馬実行委員会事務局（兵庫県但馬県民局産業観光担当内）
ＴＥＬ：０７９６－２６－３６８６ ＦＡＸ：０７９６－２３－１４７６
E-mail：tajimachiiki＠pref.hyogo.lg.jp

１．お申込み・お支払い方法・最終のご案内について
（１） お申込み方法
FAX、郵送にてお申込みください。お申込みの際は、事前に本募集要領をご確認ください。
申込書に必要事項をご記入の上、委託事業者（株式会社農協観光代理業ＪＡたじま旅行センター）までお
送りください。
参加申込書は、フォーラム、交流会、フットパスウォーク、宿泊プランの申込書も兼ねていますので同時
に申込をお願いいたします。
（２） お申込み締切日
令和元年９月１０日（火）まで
（３） 予約確認書及び請求書の案内日
令和元年９月３０日（月）までに参加代表者宛に、予約関係書類及び請求書を発送いたします。
（４） お支払方法
令和元年１０月１０日（木）までに下記口座に費用のお振込みをお願いいたします。
※振込手数料は、お客様の負担となりますので予めご了承ください。
【振込先口座】
兵庫県信用農業協同組合連合会（信農連）
普通６０３９７０７ 口座名義：たじま農業協同組合
（５） 最終のご案内送付について
お申込みの方へは、１０月１５日頃に最終のご案内書類（各種参加券・確認書を含む）を送付します。
到着後、必ずご確認ください。

２．フットパスフォーラムについて（旅行契約には該当しません。）ＪＡたじま旅行センターでの代行受付となります。
（１） 日時：令和元年１０月２６日（土）13:30～17:00
場所：アイティー７階ほっとステージ（豊岡市大手町４－５）
（２） フットパスフォーラム参加費 無料（参加申込書による登録が必要です。
）
（３） その他
① 参加申込書は、フォーラム、交流会、フットパスウォーク、宿泊プランの申込書も兼ねていますので同時
に申込をお願いいたします。
② 内容は、チラシまたは、ホームページをご覧ください。
③ 車でご来場の方は、アイティー駐車場（有料）または、豊岡市営豊岡駅前駐車場（有料）をご利用くださ
い。尚、アイティー駐車場は、高さ制限・営業時間がありますので「アイティー」のホームページをご確
認ください。

３．フットパス交流会について（旅行契約には該当しません。）ＪＡたじま旅行センターでの代行受付となります。
（１） 日時：令和元年１０月２６日（土）17:30～21:00
場所：アイティー７階スカイドーム（豊岡市大手町４－５）
、豊岡市内飲食店約１０店
（２） フットパス交流会参加費 ５，０００円
※会費には、全体交流会と個別交流会参加費が含まれています。
※個別交流会参加者には、１０月２７日（日）のフットパスウォークの参加コースを考慮のうえ、
事務局において飲食店を決定し最終ご案内にて連絡します。
※最終のご案内で送付いたします「フットパス交流会参加券」を忘れずにお持ちください。

４．フットパスウォークについて（旅行契約には該当しません。）ＪＡたじま旅行センターでの代行受付となります。
（１） 令和元年１０月２６日（土）～２７日（日）
（２） 参加費：各コースお一人様２，０００円（昼食代・ガイド料・保険料・資料代等を含みます。
）
（３） コース
１０月２６日（土）
（募集人員：各コース５０名）
Ⓐ 大空を舞うコウノトリに出会えるコース
Ⓑ 大石りくが暮らしたまちを歩くコース
※集合場所・時間については、チラシまたは、ホームページをご覧ください。
※車でご来場の方は、豊岡市営豊岡駅前駐車場（有料）をご利用ください。
※無料バスの運行について
Ⓐコース：ゴール地点から豊岡市営豊岡駅前駐車場まで無料バスの運行があります。
Ⓑコース：ゴール地点がＪＲ豊岡駅周辺のため、無料バスの運行はありません。
１０月２７日（日）
（募集人員：各コース４０名）
①

志賀直哉の歩いた道「城の崎にて」コース

②

大地の恵み川湊まち並みウォークコース

③

神鍋溶岩流と噴火口コース～世界の冒険家植村直己が生まれた町～

④

心なごむ田園風景と里山おにぎりコース

⑤

竹田城跡登山と寺町通り周辺散策コース

⑥

日本遺産・北前船寄港地「諸寄港」コース

※集合場所・時間については、チラシまたは、ホームページをご覧ください。
※無料バス運行について
【往路】豊岡市営豊岡駅前駐車場からスタート地点まで無料バスの運行があります。
【復路】①コースは、ゴール地点がＪＲ城崎温泉駅周辺のため、無料バスの運行はありません。
②～⑥コースは、ゴール地点から下記の最寄駅までの無料バスの運行があります。
ＪＲ豊岡駅：②③④コース ＪＲ和田山駅：⑤コース ＪＲ鳥取駅：⑥コース
（４） その他
①

無料バスの出発時刻は、最終確認書でご確認ください。
（各コースともに事務局から送付する最終確認書を必ずご確認ください。
）

②

申込状況により人員調整等を行う場合がありますので、予めご了承ください。
希望コースを第２希望まで記入をお願いします。
決定の参加コースは、最終のご案内にてお知らせします。

③

昼食が不要の場合でも、既定の参加費をお支払いいただきます。

④

未就学児の参加は、無料ですが昼食は付きません。
昼食が必要な場合は、実費となりますのでご相談ください。

⑤

申込期間終了後に取消をされた場合、返金いたしません。ご了承ください。

⑥

最終のご案内で送付いたします「フットパスウォーク参加券」を忘れずにお持ちください。

５．宿泊について（手配旅行契約）ＪＡたじま旅行センターでの受付となります。
（１） 宿泊設定日 令和元年１０月２５日（金）、２６日（土）
（２） 宿泊代金について
宿泊代金は、１泊朝食付、消費税・サービス料を含む１名様あたりの金額です。
（３） その他
① 朝食が不要な場合でも返金できません。
② ご希望のホテル・部屋タイプに限りがありますので第２希望までご記入ください。
喫煙・禁煙のご希望をお伺いしますが、確約するものではありません。
禁煙希望の方で喫煙ルームでの提供の場合は、消臭対応とさせていただきます。
喫煙希望の方で禁煙ルームでの提供の場合は、喫煙可能エリアで喫煙ください。
③ 駐車場の使用について
各ホテル駐車場の駐車台数に限りがあるため、使用の有無をお伺いしますが、確約をするものではありま
せん。尚、Ｏホテル豊岡においては、駐車代金１泊あたり１台５００円が必要です。
※複数人で乗り合わせでご利用の場合は、代表者の方のみ「駐車場利用する」に○印をお願いします。
④ ※最終のご案内で送付いたします「フットパス宿泊確認書」を忘れずにお持ちください。
■宿泊施設情報
宿泊施設
豊岡スカイホテル

部屋タイプ

お一人様あたり宿泊料金

お一人様あたり宿泊料金

【１名一室利用時】

【２名一室利用時】

シングル

７，０００円

シングルデラックス

７，５００円

シングル

６，１００円

ダブル

６，６００円

豊岡パークホテル

ツイン
Ｏホテル豊岡

シングル

４，８００円
５，６００円

５，５００円

ホテル所在地 豊岡スカイホテル 兵庫県豊岡市寿町 9-5 豊岡駅より徒歩５分
豊岡パークホテル 兵庫県豊岡市寿町 9-8 豊岡駅より徒歩５分
Ｏホテル豊岡

兵庫県豊岡市大手町 7-10 豊岡駅より徒歩２分

６．変更・取消について
お申込み後の変更・取消のご連絡は、申込み時にご利用いただいた申込書に加筆訂正してからＦＡＸまたは、
郵送にてお知らせください。お間違え防止の為、お電話による変更・取消は受付いたしません。
旅行解除日とは、お客様がＪＡたじま旅行センターの営業日・営業時間内にお申し出いただいた日時とさせ
ていただきます。
ご返金が伴う方は、取消料と振込手数料を差引し、大会終了後に参加代表者宛にご指定の金融機関へ返金さ
せていただきます。

●取消料金について
お申込み後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
【フットパス交流会】
（旅行契約に該当しません。）
フットパス交流会解除の日
10 月 18 日までの取消

取消料（お一人様）
無

10 月 19 日以降の取消

料

参加費の１００％

【フットパスウォーク】
（旅行契約に該当しません。
）
フットパスウォーク解除の日
10 月 18 日までの取消

取消料（お一人様）
無

10 月 19 日以降の取消

料

参加費の１００％

【宿泊】
（ホテルの定める取消料）
宿泊解除の日
１０月２５日（金）宿泊分

１０月２６日（土）宿泊分

取消料（お一人様）

10 月 22 日までの取消

10 月 23 日までの取消

10 月 23 日（前々日）の取消

10 月 24 日（前々日）の取消

宿泊料金の ５０％

10 月 24 日（前日）の取消

10 月 25 日（前日）の取消

宿泊料金の ５０％

宿泊日当日の取消及び無連絡不参加

無

料

宿泊料金の１００％

取消料は、１泊毎に適用されます。
１０月２６日（土）は、ＪＡたじま旅行センター休業日ですので宿泊施設に直接ご連絡ください。

７．その他注意事項
イベント中は、マスコミ等の取材も想定されます。イベント中の映像や写真等が、新聞やインターネットに
掲載される可能性があります。また、兵庫県や但馬地域の自治体が発行する広告媒体にも使用されることが
あります。イベントの内容やコースなどは、事情により変更する場合があります。イベントは、小雨決行で
すが、荒天、自然災害等でイベントを中止する場合があります。万が一、盗難や事故が発生した場合でも、
責任は、負いかねます。
「全国フットパスの集い 2019in 但馬」の専用ホームページにてイベント内容をご確認いただくことができま
すが、事務局から送付する最終のご案内書類を必ずご確認ください。

８．個人情報の取扱について
今回のお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、お客様との連絡用に利用させていた
だくほか、お申込いただいた宿泊機関等の提供するサービス受領のための手続きに必要な範囲内でのみ利用さ
せていただきます。併せて情報共有のため委託事業者（ＪＡたじま旅行センター）より全国フットパスの集い
2019in 但馬実行委員会及び株式会社農協観光に提出させていただきます。それ以外の目的で利用することはご
ざいません。個人情報の管理にはＪＡたじま（たじま農業協同組合）個人情報保護方針にもとづき適切な体制
で臨んでおります。お申込書のＦＡＸや郵送で到着後の個人情報の管理には充分注意しておりますが、ＦＡＸ
を送信される際にはくれぐれも誤送信、記入間違い等、ご注意ください。ＪＡたじま（たじま農業協同組合）
及び株式会社農協観光の個人情報保護方針については、ホームページでご確認ください。

９．委託事業者について（各種予約受付、宿泊・運送手配に関する業務について実行委員会より委託しています。）
観光庁長官登録第９３９号

株式会社農協観光代理業
兵庫県知事登録旅行業者代理業第７５号

ＪＡたじま旅行センター
（たじま農業協同組合）
〒６６８－００５１ 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１
ＴＥＬ：０７９６－２４－８２００
ＦＡＸ：０７９６－２４－８２１１
営業時間：平日８時３０分～１７時００（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：大上甚一
詳しい旅行業約款は、株式会社農協観光のホームページよりご覧いただけます。

