
にぼしの詰め放題
ひものお土産
(金目鯛1枚&アジ2枚)

付き

ホテル伊豆急ホテル伊豆急

ホテル外観ホテル外観

■宿泊/静岡県 伊豆白浜温泉
ホテル伊豆急　TEL:0558-22-8111
■宿泊/静岡県 伊豆白浜温泉
ホテル伊豆急　TEL:0558-22-8111

ご夕食(イメージ)ご夕食(イメージ)

伊豆東海岸を駆け抜ける伊豆東海岸を駆け抜ける

展望席や海側を向いたスペシャルシートを
配置した車両で、伊豆の風景をゆったりと
お楽しみいただけます。

展望席や海側を向いたスペシャルシートを
配置した車両で、伊豆の風景をゆったりと
お楽しみいただけます。

リゾート２１リゾート２１

■泉質/内風呂…単純温泉
　　　 露天風呂…弱アルカリ性硫酸塩泉　　
■効能/神経痛･筋肉痛･関節痛･五十肩
■加水/有　■加温/有　■循環ろ過装置/有
■入浴剤/無　■消毒/有

■

■
■ ■ ■
■ ■

温泉データ温泉データ

ホテル露天風呂ホテル露天風呂

(イメージ)(イメージ)

(イメージ)(イメージ)

検査のためリゾート21が運休となる場合がございます。
その際「8000系」の車両が運行致します。
（毎週月曜日が運休予定ですが前後する場合がございます。)

検査のためリゾート21が運休となる場合がございます。
その際「8000系」の車両が運行致します。
（毎週月曜日が運休予定ですが前後する場合がございます。)

オーシャンビューのお部屋確約！

※季節により料理の内容が変わる場合がございます。※季節により料理の内容が変わる場合がございます。

夕食時お酒またはソフトドリンク１本付

伊豆白浜温泉伊豆白浜温泉

京成観光バスツアー
宿 泊 添乗員同行

　２０１８年11月
  　～２０１９年２月

1泊２日
(４食付)

旅行代金
(大人 お一人様)

2～6名一室利用時 21,8００円～28,４００円21,8００円～28,４００円

フリーダイヤル
お客様専用

通話料無料

京成バスシステム 検索

旅行
企画・実施

(千葉県知事登録旅行業第2-777号)(一般社団法人　全国旅行業協会会員)

〒273-0018　千葉県船橋市栄町一丁目10-10

総合旅行業務取扱管理者 鈴 木 成 治

後援： 京成電鉄株式会社

受託
販売：

京成バス株式会社(千葉県知事登録旅行業第2-891号)

京成トラベルサービス株式会社(観光庁長官登録旅行業第70号)

一般社団法人船橋市観光協会(千葉県知事登録旅行業第3-970号)

●お問い合せ・お申し込みは

京成観光

バスツアー AED搭載

0120-86-3720
ハ ロ ー ミ ナ ツ ア ー

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。(H30.8.1現在)

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。(H30.8.1現在)

お客様のニーズに柔軟に対応する。それが私たちの仕事です。

受付時間　9:30～17:30(日曜･祝日定休)

FAX予約も受付中!!　FAX 047-420-9092



お申込み・お問い合わせ

■受託販売　京成バス株式会社

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、担当者からのご説明にご不明な点がありましたら、
ご遠慮なく記載の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

　　販売店

奥戸営業所

江戸川営業所

金町営業所

松戸営業所

市川営業所

新都心営業所

新都心営業所習志野出張所

千葉営業所

長沼営業所

新習志野高速営業所

　　　　　　　住　所

東京都葛飾区奥戸2-9-26

東京都江戸川区東篠崎1-9-1

東京都葛飾区金町1-12-18

千葉県松戸市古ヶ崎101

千葉県市川市柏井町4-271-2

千葉県習志野市芝園2-7-3

千葉県船橋市習志野4-15-15

千葉県四街道市吉岡字向原1181-1

千葉県千葉市稲毛区長沼町332-2

千葉県習志野市茜浜3-7-4

　　電　話

03-3691-0935

03-3677-5461

03-3607-5138

047-362-1256

047-337-1451

047-453-1581

047-496-3071

043-433-3800

043-257-3333

047-470-6071

国内旅行業務取扱管理者　

　鹿瀬　昌志

　林　晃延

　太田　美和子

　山崎　和哉

　潮崎　祐介

　小出　静一

　石川　英明

　石井　真樹

　宮田　季明

　菅野　江津子

■受託販売　京成トラベルサービス株式会社
　　販売店　　

八千代台営業所

勝田台営業所

公津の杜営業所

千葉駅前営業所

青戸営業所

東京支店

千葉支店

　　　　　所　在　店

ユアエルム八千代台店３階

京成･東葉勝田台駅改札前

成田ユアエルム１階

京成千葉駅そごうデパート前

京成青砥駅ユアエルム内2階

JR･都営浅草橋駅から徒歩１分

京成･JR幕張本郷駅から徒歩５分

　　電　話

047-484-1409

047-483-5220

0476-27-1191

043-238-5101

03-3838-5911

03-5825-5181

043-297-2151

総合旅行業務取扱管理者

　後藤　文化

　矢島　幸絵

　中嶋　ゆかり

　大塚　郁美

　中村　茂

　初芝　雄二

　金澤　淳

■受託販売　一般社団法人船橋市観光協会
☎047-404-2215ららぽーとTOKYO-BAY西館１階

国内旅行業務取扱管理者　
　　栗田　文彦　

※確定情報を記載するご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

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられることをおすすめいたします。

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》

１．旅行の申込み
(１)当社所定の申込書(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。
(２)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により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。

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
(１)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。

(２)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
スの当核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核受領することができな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

６.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
　ご旅行条件は２０１８年9月１日を基準としています。また旅行代金は２０１８年9月１
日現在の有効な運賃・規制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約款によります。
●当社旅行約款をご希望の方は当社にご請求ください。

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22項の票左欄1～8に揚げるもの、その他重要な変
更であるとき。
(ｂ)旅行条件書の第10項(2）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％

●日帰り旅行

 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

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。

＊個人情報の取扱いについて　
当社及び下記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。

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旅行開始の当日

⑦無連絡不参加又は旅行開始後

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％

無料

旅行代金の２０％

無料

無料

取 消 料

宿泊付旅行 日帰り旅行

取引条件説明書面(要約)お申込前に必ずお読み下さい

団体貸切希望のお客様はお申し出下さい。但し人数により旅行代金が変わります。又、希望の集合場所がありましたらご相談に応じます。

☆…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)　～間はバス　…間は徒歩　+++間は列車移動　
■道路状況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(弊社ガイド)は同行致します。　■写真はイメージです。
■バスの座席のご希望は原則お受け出来かねます。　■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。

●掲載コースは全て弊社の車両で運行致します。◎催行決定または中止のご連絡について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

出発日 ※最少催行人員　20名

旅行代金　（大人　お一人様）　

集合場所・出発時間　

コース

※お部屋は和室又は和洋室となります。

11月

12月

20日(火)

12日(水) 20日(木) ★24日(月)

※★印はトイレ付きバス運行日　

※各集合場所へは出発時間の
　10分前までにご集合下さい。

2018年

1月

2月

12日(土) ★17日(木)

27日(日) 30日(水)

22日(火)

 3日(日) ★8日(金)

2019年

４～６名様一室

３名様一室

２名様一室

　　色出発日

２１,８００円

２２,９００円

２５,１００円

　　色出発日

２２,９００円

２４,０００円

２６,２００円

　　色出発日

２５,１００円

２６,２００円

２８,４００円

食事:【1日目】朝× 昼○ 夕○ 【2日目】朝○ 昼○ 夕×

１
日
目

２
日
目

※１名様一室利用代金について　
　２名様一室代金に6,000円追加となります。
　(１名様参加同士の相部屋不可)

※こども代金について
　3,000円引きとなります。
　但し、２名一室利用の場合は大人と同料金となります。

各出発地～☆柿田川湧水(見学)～◎IZU VILLAGE(バイキングの昼食)～☆修禅寺参拝又は周辺散策～☆道の駅天城越え(買物)～ホテル伊豆急(泊)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15：40頃着予定）

ホテル～☆ペリーロード(散策)～★伊豆急下田駅(リゾート21乗車)+++伊豆高原駅(バス乗車)～★いろり海産(煮干し詰め放題･買物)～◎★小室山レストハ

ウス(昼食･リフト往復乗車)～☆ちぼり湯河原スイーツファクトリー(買物)～各出発地(最終18：00頃着予定)

昼食 ※季節により料理の内容が
　変わる場合がございます。

①JR津田沼駅南口モリシア脇……7：10

②船橋競馬場駅前広場……………7：30

③JR西船橋駅北口…………………8：00

●１日目昼食(イメージ)　

●２日目昼食(イメージ)　「彩り御膳」

「バイキング」

伊豆白浜温泉　ホテル伊豆急 K30B115


