
（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

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

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

LINE公式
アカウントは
コチラ

主催：旅行新聞新社 2020年12月発表

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

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。

●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。熱がある、喉が痛い、咳が出る等の症状のある方
はご参加をお断りいたします。●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
お客様へお願い

全コース

(添乗兼務
)

バス
ガイド付

京成観光バスツアー
2021年7月～9月トイレ付

バスで行く 夏 初秋から の

宿泊ツアー

7月20日火

上高地上高地

乗鞍畳平乗鞍畳平 奥飛騨ガーデンホテル焼岳奥飛騨ガーデンホテル焼岳

7月初旬～8月中旬
にかけて高山植物
が咲き誇ります。

松島センチュリーホテル松島センチュリーホテル

海の見える部屋指定海の見える部屋指定

コロナ対策として貸切
船で松島湾内を一周
いたします。 ご宿泊の「松島センチュリーホテル」は松島

海岸の好立地に位置をして、海岸の散策が
できます。松島では珍しい天然温泉です。

「特別名勝」と「特別天然記念物」の２つの称号をもつ日本屈
指の景勝地のご散策をお楽しみください。

100％源泉かけ流しのエメラルドグリーン色
のお風呂をお楽しみください。

日本屈指の山岳景勝地「上高地」＆
 高山植物の宝庫「乗鞍畳平」散策

4食付
1泊2日

◎最少催行人員20名　※花の開花状況に関わらず、ツアーは催行いたします。 ※歩きやすい靴でご参加ください。

朝
○
昼
○
夕
×

ホテル～☆上高地（自由散策約2時間）～◎門前ひろば食祭館（昼食）～☆諏訪大社下社秋宮
（参拝）～各出発地（最終18：40頃着予定）

朝
×
昼
○
夕
○

各出発地～◎アルプス街道平湯（昼食）～☆乗鞍畳平（お花畑周辺散策）～奥飛騨ガーデンホ
テル焼岳（16：00頃着予定/泊）　 食 

事2日目

1日目コ
ー
ス 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

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

出発日
2021年

大浴場(イメージ)大浴場(イメージ)

乗鞍岳畳平(イメージ)乗鞍岳畳平(イメージ)

松島(イメージ)松島(イメージ)

夕食(イメージ)夕食(イメージ)

大浴場(イメージ)大浴場(イメージ)

露天風呂(イメージ)露天風呂(イメージ)

客室一例客室一例

松島島めぐり観光船(中型船)(イメージ)松島島めぐり観光船(中型船)(イメージ)

上高地の河童橋(イメージ)上高地の河童橋(イメージ)

のりくらたたみだいらのりくらたたみだいら

かみこうちかみこうち

6：40
7：00

9月2日木
※お部屋タイプは
　和室です

日本三景「松島」貸切遊覧船で島めぐり！松島温泉に泊まる 4食付
1泊2日

◎最少催行人員20名　※荒天・濃霧等により松島島めぐり観光船が欠航の場合は、代替コースをご案内します。

朝
○
昼
○
夕
×

ホテル…☆五大堂・★瑞巌寺(参拝)・・・★松島島めぐり観光船(貸切船に乗船約40分)～◎武
田の笹かまぼこ（昼食・買物）～各出発地（最終18：45頃着予定）

朝
×
昼
○
夕
○

各出発地～◎お菓子の城那須ハートランド(昼食)～☆青葉城址（見学）～松島温泉　松島セ
ンチュリーホテル（16：40頃着予定/泊） 食 

事2日目

1日目コ
ー
ス

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

（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 1名1室

35,800円34,700円 39,100円 47,800円 出発日
2021年（29,100円）（28,400円）

7：10
7：30
8：10

旅行代金
（大人お一人様）
※（　）内はこども代金

4名1室 3名1室 2名1室 1名1室

29,900円28,800円 31,000円 43,800円
（26,300円）（25,500円）

旅行代金
（大人お一人様）
※（　）内はこども代金

※お部屋タイプは
3～4名様は和室、
1～2名様は和室又
は洋室です



［催行決定または中止について］宿泊の場合は出発日からさかのぼって20日前後に決定いたします。

コース共通

（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

井上あずさ

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

矢島幸絵

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  

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

秋山由香里

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。

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

☆…下車観光　★…入場観光(入場料金等は旅行代金に含まれます)　◎…食事(食事代金は旅行代金に含まれます)　△…車窓観光　～間はバス移動　…は徒歩移動　+++は列車移動
■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。　■バスの座席のご希望は原則お受けできません。　■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
に同行させていただきます。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。　■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。　■掲載コースは全て弊社の車両で運行いたします。　
■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。　■写真・イラストはイ
メージです。　■バスのお座席の変更は行いません　■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。

＊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2021年5月1日を基準としています。また旅行代金は2021年5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

9月20日月

犬山城犬山城 東尋坊東尋坊

兼六園兼六園

旅館「十八楼」旅館「十八楼」

創業160年の伝統ある旅館「十八楼」に
宿泊！ 夕食後に長良川名物鵜飼船を
お楽しみください。

2日目は現地バスガイドが
同乗して、大本山永平寺と
東尋坊をご案内いたします。

大浴場大浴場

客室（イメージ）客室（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

長良川鵜飼(イメージ)長良川鵜飼(イメージ)

金沢を代表する観光地、
兼六園とひがし茶屋街の
散策をお楽しみください。写真提供：石川県観光連盟写真提供：石川県観光連盟

岐阜長良川温泉と北陸名所周遊 3日間 6食付
2泊3日

◎最少催行人員20名　※2日目のみ現地バスガイドが同乗いたします。 ※ほたるいかミュージアムは活きたほたるいかがいないシーズンとなるため、プランクトンの発光ショーをお楽しみください。

朝
○
昼
○
夕
×

ホテル～★大本山永平寺(拝観)・・・◎ほっきょ荘(昼食)～☆東尋坊(見学)～三井ガーデンホ
テル金沢(16：15頃着予定/泊)　※夕食はついておりません。自由夕食となります。
ホテル～★兼六園(見学)～☆ひがし茶屋街(自由散策)～◎★ほたるいかミュージアム(昼食・
見学)～各出発地(最終21：00頃着予定)

朝
○
昼
○
夕
×

朝
×
昼
○
夕
○

各出発地～◎サッポロビール名古屋ビール園浩養園(名古屋コーチンまぶしの昼食)～★国宝
犬山城(見学)～長良川温泉　十八楼(16：20頃着予定/泊)　※夕食後、長良川鵜飼船に乗船

食 

事2日目

3日目

1日目
コ
ー
ス 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

（各集合場所へは出発時間の10分前までにご集合下さい）

出発日
2021年

ながらがわ

6：20
6：40

11日目日目 11日目日目 22日目日目

33日目日目

4名1室 3名1室 2名1室 1名1室

67,700円66,200円 68,700円 81,200円
旅行代金

（大人・こども共通
お一人様）

※お部屋タイプは
１日目：和室　
2日目：洋室(3～4名様は2部屋に分かれ
ます。)

●泉質/単純鉄冷鉱泉（中性低張性冷鉱泉）　●加水/有　●加温/有　●循環
ろ過/有　●入浴剤/無　●消毒/有


