
7食付
2泊3日

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

4名1室 3名1室 2名1室
80,000円 84,400円 88,800円 JR津田沼駅南口モリシア脇

船橋競馬場駅前広場

集合場所・出発時間

※お部屋は東館指定の和室になります。※１名参加不可
※こども10,000円引き(但し、2名一室時は大人と同料金)

11月20日水出発日

2019年80,000円～
88,800円

旅行代金（大人・お一人様・2～4名1室利用時）

7：00
6：40

※写真はイメージです

朝
○
昼
○
夕
○

ホテル～★高山寺(拝観)・・・★西明寺(拝観)・・・◎高雄観光ホテル(川床料理の昼食)・・・★神護寺(拝
観)～★永観堂 禅林寺(拝観)～☆京つけもの大安(買物)～琵琶湖グランドホテル(16：30頃着予定/泊)

朝
○
昼
○
夕
×

朝
×
昼
○
夕
○

各出発地～◎おぎ乃(昼食)～★世界遺産 平等院(庭園・ミュージアム鳳翔館拝観)～★
勝林寺(紅葉ライトアップ見学)～雄琴温泉　琵琶湖グランドホテル(19:00頃着予定/泊)

食事

1日目
2日目

ホテル～★比叡山延暦寺(東塔山内拝観)～◎名阪関ドライブイン(昼食)～各出発
地(最終20：15頃着予定)3日目

コース

◎最小催行人員20名　※紅葉の状況に関わらずツアーは催行いたします。※道路状況や見学場所の混雑状況により行程を変更させて
いただく場合がございます。※高雄・三尾巡りの寺院は徒歩での移動になります。歩きやすい靴でお越しください。

秋の京都 紅葉巡り 三日間

比叡山延暦寺
平等院紅葉

紅葉の高雄橋 2日目の昼食は高雄観光ホテルにて川床料理をお楽し
みください。

多くの高僧を輩出した日本仏教の母山比叡
山延暦寺の東塔山内をご案内します。国宝
根本中堂の大改修工事の貴重な光景を間
近で見学することもできます。

京都の穴場スポット高雄三尾
(高雄山神護寺・槇尾山西明寺・栂尾山高山寺)
をじっくりご案内します。

川床 料理川床 料理

（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番号　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

貸切バス事業者安全性認定

当社は貸切バス事業者安全性評価認定制度において
3つ星の認定を受けております（2019.9.1現在）　

AED搭載

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。

9：30～17：30（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

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

受託
販売 （観光庁長官登録　旅行業第70号）

後援

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

京成バスシステム 最高級の豪華バス
京成観光バスツアー
2019年10月～12月

●高級感漂う革張りのシートと、ゆったりとした8列席。広 と々した足元&
　気兼ねなくリクライニングが可能に。
●車内後方に広 と々した化粧室（トイレ）を設置。渋滞時も安心です。
●除菌イオンを装備し、車内をきれいな空気で満たします。

●豪華バスに合う、上質な食事やお宿をご用意。
●時間にゆとりのある行程で、ゆったりとした旅をお楽しみいただけます。
●スリッパ・ブランケットをご用意。車内でもゆっくりとお寛ぎいただけます。
●車内で温かいコーヒー・紅茶・お茶をサービス。
●ご参加記念に鳳凰オリジナルグッズ（キーホルダー）をプレゼント。

こだわりの座席と車内空間 4席8列32人乗り トイレ付

こだわりのツアー内容



※写真はイメージです

〈身曾岐神社〉

夕食(イメージ)夕食(イメージ)

燦 ダ々イニング「咲くや」

紅葉が見頃時期の三渓園(イメージ)※例年の見頃は11月下旬～12月中旬紅葉が見頃時期の三渓園(イメージ)※例年の見頃は11月下旬～12月中旬

4食付
1泊2日

○客室露天風呂 ○オーバーヘッドシャワーブース
○タオルウォーマー○シモンズベッド
○富士を望むゆとりのデイベッド
○オリジナルアメニティセット
○カプセル式コーヒーマシン
○空気清浄機（加湿機能付き）○全室Ｗｉ-Ｆｉ完備

※ご予約時に「咲くや」または「ガーデンテラス」のどちらかをお選びください。

※3名利用の場合はトランドルベッド、4名利用の場合はデイベッドで
のご就寝となります。

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

4名1室

3名1室

2名1室
ＪＲ津田沼駅南口モリシア脇
船橋競馬場駅前広場
JR西船橋駅北口

集合場所・出発時間

※お部屋タイプは和洋室※1名参加不可
※こども10,000円引き
(但し、2名一室時は大人と同料金)

11月27日水出発日

2019年

56,000円～61,500円
旅行代金（大人・お一人様・2～4名1室利用時）

8：10
7：40
7：20

朝
○
昼
○
夕
×

ホテル（11：00発）～☆河口浅間神社（参拝）～★里の駅いちのみや（干しブドウ摑み取り・買物）～◎☆レストラ
ンシャンモリ・盛田甲州ワイナリー(創作料理の昼食・ワイナリー見学・買物)～各出発地（最終18：00頃着予定）

朝
×
昼
○
夕
○

各出発地～★三渓園（紅葉観賞　自由散策約90分）～◎ローズホテル横浜（ラン
チバイキングの昼食）～富士山温泉 ホテル鐘山苑（15：00頃着予定/泊） 食事

1日目
2日目

コース

◎最少催行人員　20名　※紅葉の色付づき状況に関わらず、ツアーは催行致します。

56,000円
58,200円
61,500円

庭園と感動の宿 ホテル鐘山苑の新しいおもてなし
露天風呂付客室「燦里」で過ごす上質なひととき

富士山を臨む客室露天風呂を備えた
和風ベッドルーム

ご朝食は、燦 ダ々イニング「咲くや」にて
和朝食膳、または朝食会場「ガーデン
テラス」にて種類豊富なバイキングをお
選びいただけます

夕食 燦里宿泊者専用クラブラウンジ
燦々ダイニング「咲くや」にて季節会席

絵画のような紅葉の景色が広がります。

美術愛好家の原三溪によって作られた、
東京ドーム4個分もの広さの日本庭園。

露天風呂

露天風呂付客室 燦里
令和元年5月グランドオープン

さんりさんり

燦里客室



雪月花　昼食(イメージ)雪月花　昼食(イメージ)

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

4名1室
55,600円

3名1室
56,100円

2名1室
56,600円

1名1室
60,600円
［部屋数限定］

JR津田沼駅南口モリシア脇
船橋競馬場駅前広場

集合場所・出発時間

※お部屋タイプは和洋室になります。
※こども4,000円引き(但し、2名一室時は大人と同料金)

12月11日水出発日

2019年55,600円～
60,600円

旅行代金（大人・お一人様・1～4名1室利用時）

7：30
7：10

※写真はイメージです

朝
○
昼
○
夕
×

ホテル～☆糸魚川市観光物産センター(買物)～★◎糸魚川駅(えちごトキめきリゾート雪月花乗車・列車内にて昼食)+++能生駅(バス
乗換)～☆道の駅マリンドリーム能生(買物)～能生駅(雪月花乗車)＋＋＋上越妙高駅(バス乗車)～各出発地(最終21：10頃着予定)

朝
×
昼
○
夕
○

各出発地～★◎SUWAガラスの里(昼食・見学)～☆安曇野スイス村(買物)～コー
トヤード・バイ・マリオット白馬(15：40頃着予定/泊) 食事

1日目
2日目

コース

※最少催行人員25名

観光列車えちごトキめきリゾート「雪月花」と
コートヤード・バイ・マリオット白馬
雪月花

コートヤード・バイ・マリオット白馬

雪月花 車内

世界を代表するホテルブランド、マリオットグループのラグジュアリーホテルが
2018年12月に白馬村に誕生しました。夕食はグリルレストランにて信州産の
食材をふんだんに使ったコース料理をご用意いたします。

オールメイドイン「新潟」をテーマに作ら
れた銀朱色の列車は輝きを放ちながら
信越の原風景を走り抜けます。

えちごトキめき鉄道の観光列車「雪月花」を
鳳凰の旅ツアーで貸切運行いたします！

4食付
1泊2日

夕食(イメージ)夕食(イメージ)

ホテルレストランホテルレストラン

日本海ひすいラインの能生駅で途中下車、道の駅での海産物の買物やカニ汁
の振る舞いなどミニツアーもご案内します。

マリオットホテル部屋(イメージ)マリオットホテル部屋(イメージ)



松茸コース(イメージ)松茸コース(イメージ)

昼食(イメージ)昼食(イメージ)

紅葉が見頃時期のもみじ谷大吊橋(イメージ)　※例年の見頃は11月上旬～中旬紅葉が見頃時期のもみじ谷大吊橋(イメージ)　※例年の見頃は11月上旬～中旬

◎最少催行人員25名       

朝
×
昼
○
夕
×

各出発地～◎上田・あぜみち山荘(松茸フルコースの昼食)～☆マンズワイン小諸ワイナリー(見学・試飲・買物)～☆軽井沢発
地市庭(地元の農産物やお土産のお買物)～各出発地(最終19：10頃着予定)コース 食事

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

JR津田沼駅南口モリシア脇 7：10
船橋競馬場駅前広場 7：30

集合場所
出発時間

10月2日水・14日月
出発日 2019年
14,500円旅行代金

(お一人様)
（大人・こども共通）

※写真はイメージです

◎最少催行人員　25名　※紅葉の色付づき状況に関わらず、ツアーは催行致します。

朝
×
昼
○
夕
×

各出発地～★もみじ谷大吊橋（紅葉観賞）～◎リストランテ・ラ・ヴィータ・エ・ベッラ那須高原（昼食）～★藤城清治美術館(見
学)～☆お菓子の城那須ハートランド（買物）～各出発地（最終19：00頃着予定）コース 食事

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

ＪＲ津田沼駅南口モリシア脇 7：00
船橋競馬場駅前広場 7：20

集合場所
出発時間

11月7日木・13日水
出発日 2019年

13,000円
【こども】500円引き

旅行代金
(お一人様)
（大人料金）

※写真はイメージです

◎最少催行人員　25名　※徒歩移動が多い為、歩きやすい靴でご参加下さい。

朝
×
昼
○
夕
×

各出発地～☆道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣(買物)～◎日光千姫物語（昼食)…
★日光東照宮(参拝・将軍着座の間にて特別祈祷）～各出発地（最終19：00頃着予定）コース 食事

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

※仕入れ状況により、お料理内容が異なる場合がございます。※仕入れ状況により、お料理内容が異なる場合がございます。

ＪＲ津田沼駅南口モリシア脇 7：20
船橋競馬場駅前広場 7：40
ＪＲ西船橋駅北口 8：10

集合場所
出発時間

11月24日日
12月9日月・18日水
出発日 2019年
14,800円旅行代金

(お一人様)
（大人・こども共通）

※写真はイメージです

秋の味覚を満喫！上田・松茸小屋で食す松茸フルコース 昼食付
日帰り

那須もみじ谷大吊橋＆藤城清治美術館 昼食付
日帰り

日光東照宮「将軍着座の間」での特別祈祷 昼食付
日帰り

長野県・上田市に数軒ある松茸小屋の中でも眺望が良
い、あぜみち山荘にて素材の良さにこだわった松茸のフル
コースをご用意いたします。※イス席でのご用意となります。

あぜみち山荘

世界的影絵作家の藤城清治が、光と
影で表現する絵画 「影絵」を多数展示

那須ミッシェルガーデンコート内にある、イタリア
マエストロ石崎幸雄がプロデュースする本格イ
タリア料理

全長320ｍの塩原湖（塩原渓谷）にかかる橋で、その名の通り
紅葉や新緑が絶景。

藤城清治美術館

日光名物・湯葉をふんだんに使った

「千の絢」御膳

リストランテ・ラ・ヴィータ・エ・ベッラ
那須高原

那須ミッシェルガーデンコートもみじ谷大吊橋

松茸なべ・松茸どびんむし・松茸茶碗むし・松茸飯・
松茸汁・香の物(7品)

松茸コースメニュー

地元の農産物や加工品、軽井沢ブラン
ド認定品などここでしか買えない商品が
広 と々した店内ににぎやかに並びます。

軽井沢発地市庭

・先付　日光湯波の刺身　・小鉢　季節の三種盛り
・日光湯波彩り
　八寸季節の盛り合わせ・旬の焼き物
　胡麻豆腐・日光湯波と季節の炊き合わせ
・温物　季節の菜のお味噌汁　・蒸し物　千姫豆腐
・香の物　日光たまり漬　・御飯　栃木県産こしひかり釜飯
・デザート

①東照宮境内を神職又は巫女さんがご案内
②一般入室が禁じられている「徳川将軍着座の間」にて特別祈祷
③記念品（御神札・朱盃・葵の御紋入りグラス・福箸）の授与
④日光東照宮陽明門　「逆さ柱ストラップ」の贈呈

将軍着座の間 特別祈祷

お
品
書
き



昼食(イメージ)昼食(イメージ)

あしかがフラワーパークイルミネーション(イメージ)あしかがフラワーパークイルミネーション(イメージ)

昼食(イメージ)昼食(イメージ)

夕食弁当(イメージ)夕食弁当(イメージ)

フレンチメニュー(イメージ)フレンチメニュー(イメージ) 佐原の町並み(イメージ)佐原の町並み(イメージ)

◎最少催行人員25名       
◎最少催行人員　25名　※紅葉の状況に関わらず、ツアーは催行致します。※入浴料は旅行代金に含まれておりません。「宙SORA」では別途500円で入浴頂けます。
ご入浴を希望される方は、現地でお支払い下さい。※ご入浴されるお客様は、各自タオルをご用意下さい。現地にて有料で販売・レンタルもございます。

朝
×
昼
○
夕
×

各出発地～◎修善寺温泉 宙SORA渡月荘金龍（昼食)…☆修善寺温泉街(自由散策　昼食含め約3時間）～☆ジャンボひ
ものセンター（買物）～各出発地（最終19：20頃着予定）コース 食事

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

JR津田沼駅南口モリシア脇 7：00
船橋競馬場駅前広場 7：20
JR西船橋駅北口 7：50

集合場所
出発時間

12,800円旅行代金
(お一人様)

（大人・こども共通）

※写真はイメージです

11月26日火
12月1日日・4日水
出発日 2019年

◎最少催行人員　25名　※紅葉の色付づき状況に関わらず、ツアーは催行致します。

朝
×
昼
○
夕
○弁

当

各出発地～◎割烹ささ川（昼食）…☆川越散策（自由散策　約1時間）～★川越大師 喜多院（参拝・紅葉観賞）～☆大麦工房ロア（買
物）～★あしかがフラワーパーク（イルミネーション観賞）～（◎車内で召し上がれる夕食弁当付）～各出発地（最終20：50頃着予定）コース 食事

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

ＪＲ津田沼駅南口モリシア脇 8：40
船橋競馬場駅前広場 9：00
ＪＲ西船橋駅北口 9：30

集合場所
出発時間

11,800円旅行代金
(お一人様)
（大人料金）

【こども】600円引き

※写真はイメージです

12月3日火・7日土・20日金
出発日 2019年

◎最少催行人員25名　※河川の増水・渇水等により小野川観光船が運休の場合は、行程を変更させていただきます。

朝
×
昼
○
夕
×

各出発地～☆香取神宮(参拝)～◎佐原商家町ホテルNIPPONIA(昼食)・・・★小野川観光船(乗船約30分)・・・☆佐原の街並
み(自由散策 約1時間30分)～☆東薫酒造(見学・買物)～☆道の駅 水の郷 さわら(買物)～各出発地(最終18：50頃着予定)コース 食事

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

JR西船橋駅北口 8：10
船橋競馬場駅前広場 8：40
JR津田沼駅南口モリシア脇 9：00

集合場所
出発時間

12月15日日・23日月
出発日 2019年
10,800円旅行代金

(お一人様)
（大人料金）

【こども】500円引き

※写真はイメージです

伊豆の小京都 修善寺 ～紅葉の日本庭園「宙」SORA渡月荘金龍で和懐石の昼食～
昼食付
日帰り

川越大師「喜多院」の紅葉とあしかがフラワーパークイルミネーション 2食付
日帰り

佐原 商家町ホテルで食すフレンチと
小江戸の街並み散策&小野川観光船

昼食付
日帰り

　※例年の見頃は11月中旬～12月上旬　※例年の見頃は11月中旬～12月上旬

紅葉が見頃時期の喜多院(イメージ)※11月中旬～12月上旬紅葉が見頃時期の喜多院(イメージ)※11月中旬～12月上旬

「600年の歴史に滞在する」がコンセプトの古民家ホテルレス
トラン。上質でシンプルなうつわと共に佐原の味覚をお楽しみ
ください

江戸情緒あふれる街並みを観光船で水上散歩

「宙SORA」でゆっくり過ごすも良
し。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャ
ポン」2つ星の伊豆の小京都・修
善寺温泉街を散策するも良し。

金目鯛1枚・あじ2枚・えぼ鯛2枚

佐原商家町
「ホテルNIPPONIA」

約1万5000坪の
大庭園の紅葉

約5,500名の夜景鑑賞士が選ぶ
イルミネーションランキング３年連続１位

お土産付き修善寺温泉
宙SORA渡月荘金龍

客殿庭園の紅葉は
息を飲む美しさです。

・非売品「夜空の大麦ダクワーズ」1個
・藤の香り付き「大藤ポストカード」

プレゼント

紅葉が見頃時期の「宙ＳＯＲＡ」の日本庭園



源氏香客室源氏香客室

伊勢湾を眺める絶景の温泉と四季折々の彩豊かな海と山の幸
をご堪能いただけます。

平成21年からの復元工事を終えて、2018年6月に完
成公開された本丸御殿をじっくりご覧いただきます。

名古屋城本丸御殿

旅館露天風呂旅館露天風呂

本丸御殿本丸御殿

名古屋城本丸御殿名古屋城本丸御殿

提供　名古屋城総合事務所提供　名古屋城総合事務所

提供　名古屋城総合事務所提供　名古屋城総合事務所

夕食(イメージ)夕食(イメージ)

源氏香 

4食付

1泊2日

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）
※お部屋タイプは和室になります。
※こども5,000円引き(但し２名一室時は大人と同料金)。

12月5日木出発日

2019年45,500円～
61,000円

旅行代金（大人・お一人様・1～4名1室利用時）

伊勢湾を一望 南知多温泉郷「源氏香」と
トヨタ産業技術記念館・名古屋城本丸御殿見学

JR津田沼駅南口モリシア脇 6：30
船橋競馬場駅前広場 6：50
JR西船橋駅北口 7：20

集合場所・出発時間

※写真はイメージです

朝
○
昼
○
夕
×

ホテル～★トヨタ産業技術記念館(見学)～★名古屋城本丸御殿(見学)～◎日本
料理大森(ひつまぶし御膳の昼食)～各出発地(最終21：10頃着予定)

朝
×
昼
○
夕
○

各出発地～◎蒲郡オレンジパーク(昼食)～☆松鶴園(抹茶製造工場見学・抹茶試
飲)～南知多温泉郷 源氏香(16:40頃着予定/泊) 食事

1日目
2日目

コース

◎最少催行人員20名

4名1室
45,500円

3名1室
47,800円

2名1室
50,000円

1名1室
61,000円

＊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。

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2019年9月1日を基準としています。また旅行代金は2019年9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

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。

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 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

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

※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
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

（観光庁長官登録　旅行業第70号）受託販売 京成トラベルサービス株式会社お申し込み・お問い合わせ
八千代台営業所

（ユアエルム八千代台店 3階）

☎047－484－1409
総合旅行業務取扱管理者

能勢朝子  

勝田台営業所
（京成・東葉勝田台駅改札前）

☎047－483－5220
総合旅行業務取扱管理者

矢島幸絵

公津の杜営業所
（ユアエルム成田店 1階）

☎0476－27－1191
総合旅行業務取扱管理者

大塚郁美  

青戸営業所
（ユアエルム青戸店 2階）

☎03－3838－5911
総合旅行業務取扱管理者

大野和美  

東京支店
（JR・都営浅草橋駅から徒歩1分）

☎03－5825－5181
総合旅行業務取扱管理者

初芝雄二

千葉支店
（京成・JR幕張本郷駅近く）

☎043－297－2151
総合旅行業務取扱管理者

金澤　淳

千葉駅前営業所
（京成千葉駅そごうデパート前）

☎043－238－5101
総合旅行業務取扱管理者

中嶋ゆかり 

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ありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

コース共通
☆…下車観光　★…入場観光（入場料金等は旅行代金に含まれます）　△…車窓観光　◎…食事（食事代金は旅行代金に含まれます）　+++…電車移動
～間はバス移動　…間は徒歩移動　＝間は船移動
■バスの座席のご希望は原則お受けできません。 ■エンジン停止中の車内トイレのご使用はご遠慮ください。　
■道路渋滞等により予定通りの時間で運行できない場合がございます。 ■添乗員（弊社バスガイド）は同行いたします。　■掲載コースは全て弊社の車両で運行致します。
■座席は相席となる場合がございます。（1名・3名等奇数でご参加の場合）■バス座席のシートベルトを着用してください。■バス車内禁煙のお願い。 ■写真・イラストはイメージです。
■万一事故等が発生し、お申込み時のお客様と異なった方がご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。

［催行決定または中止のご連絡について］日帰りの場合は出発日からさかのぼって10日前後、宿泊の場合は出発日からさかのぼって20日前後に当社よりご連絡致します。

取引条件説明書面（要約）お申込前に必ずお読みください


