千葉をちょっと飛び出し＜東国三社巡り＞
日帰り
＜GoToトラベル対象＞

最大乗車人員32名様

お支払い実額(お1人様）
（大人・小人3才以上同額）

鹿島神宮

5,330円～ 5,720円

＜コース＞
各出発地==鹿島神宮(自由参拝/約75分)==息栖神社(自由
参拝/約30分)==梅乃家本店(昼食/約60分)==香取神宮(自
由参拝/約75分)==川の駅さわら(買物/約60分)==各出発地
(最終帰着18:05頃予定）
✓鹿島神宮・香取神宮の広い境内もゆったり参拝
✓アクセスしづらい三社を効率的に参拝
✓昼食付き・添乗員同行

鹿島神宮は関東・東北に約600社ある鹿島神
社の総本社であり、常陸国一之宮（その地域
で最も格の高い神社）です。雷・航海をつか
さどる武神「タケミカヅチ」を祭る鹿島神宮
は、魔を退ける力を持ち、ここぞという勝負
時に効果を発揮してくれそうです。

《上野ルート》5,720円

いきす

息栖神社

バス会社：
千葉中央バス

2020年11月10日（火）出発

それぞれのパワースポットを線で結
ぶと直角二等辺三角形ができ、その
中では不思議なことが起こるという
うわさもあるようです。

8:10発 京成上野駅手荷物カウンター前

《青戸ルート》5,460円

バス会社：
千葉中央バス

2020年11月12日（木）出発
8:30発 青戸駅旧日本生命前

《千葉ルート》5,330円

バス会社：
千葉海浜交通

2020年12月 1日（火）出発
8:10発 JR千葉駅東口NTT前
8:40発 高浜団地前ローソン向かい
8:55発 JR検見川浜駅北口

《八千代ルート》5,460円

バス会社：
千葉中央バス

2020年12月 3日（木）出発
7:45発 JR津田沼駅南口千葉工業大学横
8:20発 京成八千代台ユアエルム前
8:55発 京成勝田台駅北口広場
※出発の10分前にお集まりください。

息栖（いきす）神社は鹿島神宮との縁が深く、
「厄除招福」「交通守護」の神様である「ク
ナドノカミ」をお祀りしています。大鳥居の
両脇にはご神体の「忍潮井（おしおい）」と
呼ばれる二つの井戸があり、日本三霊泉のひ
とつとされています。
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旅行代金
8,200円
給付額
2,870円
お支払い実額
5,330円
地域共通クーポン 1,000円
旅行代金
8,400円
給付額
2,940円
お支払い実額
5,460円
地域共通クーポン 1,000円
旅行代金
8,800円
給付額
3,080円
お支払い実額
5,720円
地域共通クーポン 1,000円

同行程内で地域共通クーポンが使えない場
合があります。（2020年10月1日現在）

観光庁長官登録旅行業第70号

旅行企画・実施

東国三社巡り
「お伊勢参りの禊の三社参り」
と言われ、関東以北の人が伊勢
神宮の参拝を終えた後、帰る途
中で東国三社を参拝するという
風習があったそうです。

香取神宮は「タケミカヅチ」とともに出
雲へ派遣され、国譲りの交渉を行った
「フツヌシ」が祭神として祀られていま
す。神宮境内は神域とされており、手つ
かずの自然が残る状態のため香取の森と
呼ばれています。たくさんのスギの巨木
をはじめ、イヌマキやモミ、クロマツな
どの大木を見ることができます。

香取神宮

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載している内容が変更される場合がございます。
(旅行日程に従った安全かつ円滑な実施が不可能な場合であり、その場合は事前に説明させていただきます。）

新型コロナウィルス感染拡大防止のための当社の取り組みについて
当社では新型コロナウイルス感染症予防に伴い「安心・安全」に旅行していただくため
下記の予防策を講じています。
【お客様へのお願い】当面の間
（１）当日(乗車前)お客様全員に検温のご協力をお願いいたします。
※37.5度以上の発熱が認められた場合は、ご参加をお断りいたします。
（２）マスクの着用をお願いいたします。
（３）ご乗車時等、手指の消毒をお願いいたします。
（４）咳エチケットのご協力やバス車内での大きな声での会話はお控えください。
【当社の対策】当面の間
（１）フィジカルディスタンスを考慮し、席割します。
（２）バス車内に手指用消毒液を設置します。
（３）下車地は、適切な感染予防策が講じられている施設を選定します。
（４）ツアー実施中、乗務員・添乗員は原則マスクを着用します。(食事中等除く)
（５）乗務員・添乗員の体調管理の再徹底をいたします。(検温・手洗い・うがいの励行）

当日(乗車前)お客様
全員に検温のご協力
をお願いいたします。

マスクの着用をお願
いいたします。

当ツアーのお申込みについて
ツアーページ
ＱＲコード

ご予約は下記ホームページでもお受けいたします。
https://www.keiseitravel.co.jp/wp/higaeri/

1.この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
2.旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
3.支援金の受領について
国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は支援金をお客様に代わって受領(代理受領)いたしま
すので、お客様は旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。
なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領
についてご了承のうえお申込みください。
＜コースのご案内＞ ●最少催行人数：25名 ●添乗員同行します。●バスガイドは特に記載のある場合を除き乗務しません。●小型または中型バスで実施す
る場合があります。●他出発地のバスと混乗となることがあります。その場合出発時間が変わりますのであらかじめ連絡いたします。●バス車内は禁煙とさ
せていただきます。●道路渋滞により予定の時間で運行できない場合があります。●当社の管理しえない事象が発生し、帰着が遅れ帰宅等のための費用が生
じた場合、お客様の負担となります。●バスの座席のご希望はお受けできません。基本的に先着、申込順にて前方よりご指定します。なおトイレ付バスで運
行する際は、化粧室に近いお座席になる場合がございます。また効率よく乗車して頂くために変更することもございます。●無賃扱いの幼児の食事・観光施
設について、コース表に明記がない場合でも、大人と同額の実費がかかる場合があります。●コースにお持ち帰りの記載がされているものは旅行代金に含ま
れています。●旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。●添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。一定の休
息時間を適宜取得させていただきますので、ご理解お願い申し上げます。●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、アルコール類はご遠慮いただいており
ます。●バス乗車中は必ずシートベルトの着用をお願いします。●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。ご了承ください。
※写真・イラストはすべてイメージです。
<ご案内＞(国内募集型企画旅行・抜粋)旅行業法12条の4に定める取引条件説明書面および同法12条5に定める契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前に内容を必ず確認の上お申込みください。
(2)契約開始後
1. 旅行の申込み

4. お客様からの旅行契約の解除

①お客様のご都合により途中で契約を解除または一時離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし

(1)当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、お1人様につき下記の申込金

(1)旅行開始前

一切の払い戻しをいたしません。

を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれ一部として取り扱います。

お客様はいつでも次に定める取消料(お1人様につき)をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。

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うけられない場合、または

また、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、お申込み時に申し出ください。

この場合、既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。

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に当該受領することのできなくなった

可能な範囲内で当社はこれに応じます。

申込金のみで取消料がまかえないときは、その差額を申し受けます。

部分に係る金額をお客様に払い戻します。

(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申込みを受け付けます。

5. 当社による契約の解除(旅行開始前)

この場合予約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

旅行契約の解除日

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、

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)

当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。
●宿泊付旅行

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

宿泊付旅行

日帰り旅行

無料

無料

6. ご旅行条件・旅行代金の基準

②20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで

旅行代金の20%

無料

ご旅行条件2020年9月1日を基準としています。旅行代金は2020年9月1日現在の有効な運賃・規則を基準

③11日目に当たる日よりも前

旅行代金の20%

無料

としています。

①20日目に当たる日よりも前
●日帰り旅行

取消料

起算してさかのぼって13日目(日帰りについては3日目)に当たる日より前に旅行を中止する旨を通知します。

旅行代金

申込金

旅行代金

申込金

④10日目に当たる日以降8日目に当たる日まで

旅行代金の20%

旅行代金の20%

7. その他

30,000円未満

6,000円

10,000円未満

3,000円

⑤7日目に当たる日以降前々日に当たる日まで

旅行代金の30%

旅行代金の30%

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才以上の方は大人代金、

60,000円未満

12,000円

30,000円未満

6,000円

⑥旅行開始日の前日

旅行代金の40%

旅行代金の40%

満3才以上12才未満の方は子供代金を適用します。但し、０才以上3才未満の幼児で運輸機関の座席確保

90,000円未満

18,000円

30,000円以上

旅行代金の20%

⑦旅行開始日の当日

旅行代金の50%

旅行代金の50%

および食事等必要の場合は、子供代金を適用します。

90,000円以上

旅行代金の20%

旅行代金の100%

旅行代金の100%

⑧無連絡不参加または旅行開始後

●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。

2. 契約の成立

または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解除ができます。

●バス車内を禁煙とさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

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ときに成立するものとします。

(a)ご旅行条件書の第10項(2)に基づき、旅行代金が増額されたとき

●確定書面を記載するご旅行日程表につきましては、当社より特に連絡のない場合は、本パンフレット記載

3. 契約書面

(b)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、官公庁の命令その他の事由により

内容をもってかえさせていただきます。

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、その他の旅行条件および責任に関する事項を

旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいこと

記載した書面(以下「契約書書面」といいます)をお渡しします。

(c)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

◆国内旅行傷害保険加入のおすすめ◆

(当パンフレットはこの旅行条件書において、契約書面のといたします。）

安心してご旅行していただくため、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。

＜お問い合わせ・お申込みは各営業所またはホームページにて＞

旅行企画・実施

八千代台営業所

観光庁長官登録旅行業第70号
〒273-0005
本社営業所

千葉県船橋市本町4-7-30
(企画担当)

総合旅行業務取扱管理者
受付時間

小柴

10:00～18:00(平日)

(一社)日本旅行業協会正会員

亜希子

ユアエルム八千代台店3階
営業時間 全日

定休日：土・日・祝日

JATA

ボンド保証会員

047-484-1409

〒276-0032 八千代市八千代台東 1-1-10
10:00～20:00

0476-27-1191

営業時間 平日・土

10:00～20:00

朝子

総合旅行業務取扱管理者

043-238-5101

10:00～18:30

＊13:00～14:30 受付休止

(不定休)
能勢

千葉駅前営業所

〒260-0028 千葉市中央区新町250-3 京成千葉駅構内

ユアエルム成田店1階
営業時間 全日

(不定休)
総合旅行業務取扱管理者

公津の杜営業所

〒286-0048 成田市公津の杜 4-5-3

No. 20-1022

定休日
大塚

郁美

日曜日・祝日 12/30～1/3

総合旅行業務取扱管理者

中嶋

ゆかり

旅行業公正取引協議会会員
旅行業務取引管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での管理者です。
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
ご遠慮なく各営業所の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
個人情報の取扱いについて

当社および右記「取扱店」欄記載の受託

勝 田 台 営 業 所

047-483-5220

〒276-0023 八千代市勝田台 1-8-1

旅行業者は、旅行申込みの際にご提出していただいた申込書に記載された

京成勝田台駅構内
営業時間 平日 10:00～19:00 土祝 10:00～16:30

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供いたします。

定休日

このほか、当社および販売店の旅行商品のご案内をご客様にお届けするため

総合旅行業務取扱管理者

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。

03-3838-5911

IUHW成田病院営業所

12/30～1/3
矢島

幸絵

営業時間 全日

国際医療福祉大学病院

10:00～20:00

営業時間

(不定休)
総合旅行業務取扱管理者

定休日
大野

0476-85-5020

〒286-0124 成田市畑ヶ田 852

ユアエルム青戸店5番街

個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関・保険会社等の手配

日曜日 5/3～5/5

青 戸 営 業 所

〒125-0062 葛飾区青戸 3-36-1

和美

全日

健診棟1階

09:30～16:00 (時短営業中)

土日祝日

年末年始

総合旅行業務取扱管理者

福島

正洋

