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ツアーの企画から実施まで
全て当社スタッフが行います。

（千葉県知事登録旅行業第2ー777号） （一般社団法人　全国旅行業協会会員）
〒273ー0018　千葉県船橋市栄町1丁目10番10号　総合旅行業務取扱管理者　鈴木成治

京成観光

バスツアー

旅行
企画・実施

9：30～17：00（日曜・祝日 定休）
フリーダイヤル
お客様専用
通話料無料 0120-86-3720●お問い合せ・

　お申し込みは スマートフォン
の方はコチラ▶

ハ ロ ー　　　  　　ミ ナ ツ ア ー

後援

受付時間
http://www.keisei-bus-system.co.jpツアー情報

LINE公式
アカウントは
コチラ

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

19日金・22日月
24日水・30日火

出発日

8月

■ツアー当日の健康調査票の提出、及び検温にご協力ください。発熱、喉の痛み、咳が出る等の症状のある方はご参加をお断りします。
■ツアー参加中は、マスクの着用をお願いします。 ■バス車内でのお食事、飲酒、大声での会話は禁止とさせていただきます。

ツアーにご参加される
お客様へのお願い

千葉とく旅キャンペーン対象ツアー好評企画

千葉とく旅キャンペーン対象ツアー好評企画

千葉とく旅キャンペーンをご利用いただくには、
参加条件がございますので、

裏面の【参加条件】を必ずお読みいただき、
ご同意の上お申込みください。

集合場所・出発時間
JR西船橋駅北口
船橋競馬場駅前広場
ＪＲ津田沼駅南口モリシア脇

7：20
7：50
8：10

5,500円
5,000円
10,500円旅行代金

支援額

お支払実額

（大人・こども共通）

各出発地～☆道の駅保田小学校(買物)～☆大山千枚田(見学)～◎★鴨川グランドホテル(黒毛和牛のビーフシチューメインのコー
ス料理＆デザートビュッフェの昼食・入浴）～☆はちみつとミードのはちみつ工房(見学・買物)～各出発地(最終18:10頃着予定)

【食事】朝:× 昼:〇 夕:×【食事】朝:× 昼:〇 夕:×コース

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

地域限定クーポン 
お1人様 2,000円付与
地域限定クーポン 
お1人様 2,000円付与

さらに

＆デザートビュッフェ
太平洋を見渡すレストランで本格欧風ランチ

＆『海の回廊』入浴

(鴨川グランドホテル内)

成田の老舗『菊屋』で国産うなぎの昼食＆成田空港温泉『空の湯』入浴

2022年

12日金・18日木・21日日・25日木
出発日

8月

千葉とく旅キャンペーンをご利用いただくには、
参加条件がございますので、

裏面の【参加条件】を必ずお読みいただき、
ご同意の上お申込みください。

集合場所・出発時間
JR西船橋駅北口
船橋競馬場駅前広場
ＪＲ津田沼駅南口モリシア脇

8：00
8：30
8：50

6,000円
5,000円
11,000円旅行代金

支援額

お支払実額

（大人・こども共通）

各出発地～☆東薫酒蔵(買物)…☆小江戸佐原(自由散策)～☆道の駅水の郷さわら(買物)～◎日本料理「菊屋」(国産うなぎの昼食)・・・
☆成田山新勝寺及び参道(自由散策)～★成田空港温泉 空の湯(入浴・岩盤浴・大判タオル・タオルセット付)～各出発地(最終19:00頃着予定)

【食事】朝:× 昼:〇 夕:×【食事】朝:× 昼:〇 夕:×コース

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

地域限定クーポン 
お1人様 2,000円付与
地域限定クーポン 
お1人様 2,000円付与

さらに2022年

※最大40名募集(相席あり）　 コースの～間はバス移動、…間は徒歩移動　☆…下車観光、★…入場観光(入場料金等は旅行代金に含む)
◎…食事(食事代金は旅行代金に含む)

■最少催行人員25名

※最大40名募集(相席あり）　 コースの～間はバス移動　☆…下車観光、★…入場観光(入場料金等は旅行代金に含む)　◎…食事(食事代金は旅行代金に含む)■最少催行人員25名

THE GUNJO RESTAURANT (イメージ)THE GUNJO RESTAURANT (イメージ)

大浴場(イメージ)大浴場(イメージ)

空の湯(イメージ)空の湯(イメージ)

スイーツビュッフェ(イメージ)スイーツビュッフェ(イメージ)

昼食(イメージ)昼食(イメージ)

昼食(イメージ)昼食(イメージ) 国産うな重
肝吸い・デザート付



＊個人情報の取扱について／当社及び販売店記載の受託旅行業者は旅行申込み
の際にご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
や運送・宿泊機関等の手配の為に利用させていただくほか、必要な範囲で当該機
関等に提出いたします。この他、当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様に
お届けする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.旅行の申込み
⑴当社所定の旅行申込書（以下「申込書」と言います）に所定の事項を記入の上、お一
人様につき下記の申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消
料又は違約金のそれぞれの一部として取り扱います。又お客様が旅行の参加に際し、
特別な配慮を必要とするお客様には、お申込みの時に申し出てください。可能な範囲
内で当社はこれに応じます。
⑵当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受け付けます。この
場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の旨を通知した後、予約の申込み
の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込
書と申込金を提出されない場合、当社はお申込みはなかったものとして取扱います。

2.契約の成立
　募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領した時に
成立するものとします。

旅 行 代 金
 30,000円未満
 60,000円未満
 100,000円未満
 150,000円未満
 150,000円以上

申 込 金
 6,000円
 12,000円
 20,000円
 30,000円
代金の20％

旅 行 代 金
 10,000円未満
 30,000円未満
 30,000円以上

申 込 金
 3,000円
 6,000円
 9,000円

⑵旅行開始後
①お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利
放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
②お客様の責に帰さない事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供が受けられな
い場合又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領す
ることのできなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において当社は旅行
代金のうち当該受領することができなかった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
5.当社による契約の解除（旅行開始前）
　参加者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅
行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目（日帰り旅行については3日目）にあ
たる日より前に旅行を中止する旨を通知します。

6.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
　ご旅行条件は2022年7月1日を基準としています。また旅行代金は2022年7月
1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。
7.その他
　参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合は旅行開始日当日を基準に満12歳以
上の方は大人代金、満6歳以上12歳未満の方は子供代金を適用します。但し3歳以上6
歳未満の幼児で運輸機関の座席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要の場合、子供代
金を適用します。
●この条件書に定めない事由は当社旅行業約款によります。
●当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》
安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で保険をかけられることをおすすめいたします

※確定情報を記載する最終旅行日程につきましては、当社より特に連絡のない場合
　は本パンフレット記載内容をもってかえさせていただきます。

●宿泊付旅行 ●日帰り旅行

3.契約書面の交付
　当社は契約の成立後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社
の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」と言います）をお渡しいたします。
（当パンフレットはこの旅行条件書において、契約書面の一部と致します）当社が手配し旅
程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載するところによります。
4.お客様からの旅行契約の解除
⑴旅行開始前
お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契
約の解除をすることができます。この場合、すでに収受している旅行代金（あるいは申
込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかな
えないときは、その差額を申し受けます。

又、お客様は次に掲げる場合においては取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
（a）契約内容が、旅行条件書の第19項の票左欄1～7に掲げるもの、その他重要な変更であるとき。
（b）旅行条件書の第10項に基づき、旅行代金が増額されたとき。
（c）天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由によ
り、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
（d）当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施
が不可能となったとき。

旅行契約の解除日
（旅行開始日の前日からさかのぼって）

①21日目に当たる日よりも前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降8日目に当たる日まで
④7日目に当たる日以降前々日に当たる日まで
⑤旅行開始日の前日
⑥旅行開始日の当日
⑦無連絡不参加又は旅行開始後

取　消　料

旅行代金の  20%
旅行代金の  30%
旅行代金の  40%
旅行代金の  50%
旅行代金の100%

宿泊付旅行
無　料

旅行代金の20%

日帰り旅行
無　料
無　料

取引条件説明書面(抜粋)お申込み前に必ずお読みください

●最少催行人員 25名●当社では旅行業における感染防止対策を遵守しツアーを催行いたします。●1名様参加の方はバス車内で他の1名様参加の方と相席になる場合が
ございます。座席の希望はお受けできません。●渋滞・天候等によりコースを変更する場合がございます。●弊社の車両で運行いたします。また中型・小型バスで運行する場
合がございます。●万一事故等が発生し、お申し込み時のお客様と異なった方が参加された場合は、補償の限りではありませんので、ご参加者のお名前が変更となる場合は
事前に当社までお知らせください。●ツアー中は団体行動となります。添乗員の指示にご協力下さい。●バスガイド(添乗兼務)は、参加者全員の旅程を管理するために同行
いたします。心身の障害またはアレルギー等を含む病気やけが、その他参加にあたり特別の配慮を必要とする方は、お申込み時にお申し出ください。旅行の安全かつ円滑な
実施の為に、介助者または同伴者の同行をお願いする場合がございます。●待ち時間はアイドリング・ストップを実施し、冷房・暖房を停止しますのでご了承ください。●バス
車内は禁煙です。●バス座席のシートベルトを必ず着用してください。●新型コロナウイルスの感染拡大により、施設の休業等が発生した場合は行程を変更させていただき
ます。【催行決定または中止について】出発日からさかのぼって7日前後に決定いたします。

●参加者全員の住所・氏名が分かる身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)と、
　参加条件②が確認できる接種済証や検査結果通知書等
※上記を当日提示いただけない場合は、ご参加をお断りいたします。その際は旅行代金より所定の取消料が発生いたしますの
で、ご注意ください。

２．ツアー出発日当日の持ち物(必ずご持参ください)

●当日「千葉とく旅キャンペーン利用に関する確認書」にご記入をお願いいたします。
●当ツアーは、千葉県による「千葉とく旅キャンペーン」の支援の対象です。お客様には、旅行代金に対する支援額
　5,000円を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。
●2,000円の地域限定クーポンは、ご旅行当日に配布いたします。出発日のみ有効です。クーポンが使える取り扱い
　店舗一覧は、本キャンペーンの特設ホームページにてご確認ください。
　地域限定クーポン│千葉とく旅キャンペーン（公式サイト） (chibatokutabi-cpn.com)
●新型コロナウイルス感染症拡大等による緊急事態宣言等に基づき、当事業が中止又は一時停止と判断された場合
　は支援対象外となります。

３．その他のご案内

千葉とく旅キャンペーン対象ツアー参加条件
お申込み前に必ずお読みください。

本キャンペーンは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、落ち込んだ県内旅行需要の早期回復を図ることを目的とする補助事業です。

《ご予約時に、参加者全員の居住地(県・市町村まで)と、年齢をお伺いしますので、代表者の方は事前にご準備ください。》

１.参加者全員が下記の条件を満たしていることが必須となります。
①千葉県・神奈川県・群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県・山梨県のいずれかに在住。
　　(対象地域外にお住まいの方は、ご予約いただくことができません。)
②新型コロナウイルスのワクチン３回接種済証、または、PCR検査（出発日の3日前以降）・抗原定量検査陰性証明　
　（出発日の3日前以降）・抗原定性検査（出発日の前日又は当日）陰性証明のいずれかを提示すること。(※1)
(※1)検査キットによる自己検査ではなく、検査機関等が発行する検査結果通知書（①受検者氏名②検査結果③検査方法
④検査所名⑤検体採取日⑥検査管理者氏名⑦有効期限が明記されているもの）による陰性確認が必要です。
(※２)満12歳未満のお子様は、上記ご参加条件を満たす同居する親等の監護者が同伴であれば、上記の参加条件に該当
しなくてもご参加可能です。


