
＜1日目＞12月５日（土）
京成上野駅手荷物カウンター前 ＝ ＝ 流山駅 ＝＝ 流鉄流山線（流山駅⧻ ⧻馬橋駅）＝ ＝
千葉都市モノレール（貸切車両/千葉みなと⧻ ⧻千城台）＝ ＝ 昼食 ＝ ＝ 山万ユーカリが丘
線（ユーカリが丘⧻ ⧻（中学校）⧻ ⧻ユーカリが丘）⧻ 京成本線経由⧻ 芝山鉄道（東成田駅
構内見学 / 東成田駅⧻ ⧻ 芝山千代田駅）＝ ＝ 旭市ホテルサンモール（17：50頃到着予定）
食事：朝×昼〇夜×

＜2日目＞12月6日（日）
ホテルサンモール ＝ ＝ 銚子電鉄（銚子駅⧻ ⧻犬吠駅 / 銚子電鉄社長トーク）= = 昼食 ＝

＝ いすみ鉄道（大原駅⧻ ⧻上総中野駅）＝＝ 小湊鐡道（上総中野駅⧻ ⧻五井駅）＝＝ 解散
（16：41到着予定） 食事：朝〇昼〇夜×

★広い千葉県に点在する
ローカル鉄道をバスで結ぶ
ことによって効率的に巡り
ます。

★都市部や住宅地を走る路
線、里山を走る路線、それ
ぞれの地域を代表する様々
な魅力に溢れるローカル線
三昧の週末をお過ごしいた
だけます。

★本ツアーならではのノベ
ルティもお楽しみに！

★千葉都市モノレールは新
型車両（アーバンフライ
ヤー）を貸し切ります。

★普段は入れない東成田駅
旧スカイライナーホームを
芝山鉄道のガイドが案内し
ます。

★銚子電鉄では社長のトー
クを楽しみます。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第70号

ローカル線7路線を1泊2日で一気に巡る！

旅行代金 大人（2名1室）２９,０００円
大人（1名1室）２９,８００円
（小人3才以上１,３５０円引き）

バス会社：千葉中央バス

最少催行人員：２５名
最大乗車人員：３０名

■集合場所
京成上野駅 手荷物カウンター前（７：４５発）
流鉄流山線 流山駅 （８：５５発）

※出発の10分前にお集まりください。

出発日 2020年12月5日（土）
１.流鉄流山線

３.山万ユーカリが丘線

２.千葉都市モノレール

４.芝山鉄道

６.いすみ鉄道

５.銚子電鉄

７.小湊鉄道

行程表

ツアーの
ポイント！

添乗員同行

＜１泊３食＞

ホテルサンモール



＜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。

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電車内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）

1.鉄道乗車区間は千葉都市モノレールを除き、一般の乗客と一緒になりますので、着席できない場合があります。
2.鉄道乗車区間は自由見学となります。指定車両に乗車し、下車後は速やかに集合場所にお集まりください。
3.ユーカリが丘駅から東成田駅へは京成本線を利用しての移動になります。

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/

当ツアーのお申込みについて
ツアーページ
ＱＲコード

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。

＜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 047-484-1409 公津の杜営業所 0476-27-1191 千葉駅前営業所 043-238-5101
観光庁長官登録旅行業第70号

〒273-0005 千葉県船橋市本町4-7-30 〒276-0032 八千代市八千代台東 1-1-10 〒286-0048 成田市公津の杜 4-5-3 〒260-0028 千葉市中央区新町250-3  京成千葉駅構内

本社営業所 (企画担当) ユアエルム八千代台店3階 ユアエルム成田店1階 営業時間 平日・土 10:00～18:30

総合旅行業務取扱管理者 小柴 亜希子 営業時間 全日 10:00～20:00 営業時間 全日 10:00～20:00 ＊13:00～14:30 受付休止

受付時間 10:00～18:00(平日) 定休日：土・日・祝日 (不定休) (不定休) 定休日 日曜日・祝日 12/30～1/3

(一社)日本旅行業協会正会員 JATA ボンド保証会員 総合旅行業務取扱管理者 能勢 朝子 総合旅行業務取扱管理者 大塚 郁美 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。
勝 田 台 営 業 所 047-483-5220 青 戸 営 業 所 03-3838-5911 IUHW成田病院営業所 0476-85-5020

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 〒276-0023 八千代市勝田台 1-8-1 〒125-0062 葛飾区青戸 3-36-1 〒286-0124 成田市畑ヶ田 852

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 ユアエルム青戸店5番街 国際医療福祉大学病院 健診棟1階

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 営業時間 平日 10:00～19:00  土祝 10:00～16:30 営業時間 全日 10:00～20:00 営業時間 全日 09:30～16:00 (時短営業中)

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 日曜日 5/3～5/5 12/30～1/3 (不定休) 定休日 土日祝日 年末年始

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 矢島 幸絵 総合旅行業務取扱管理者 大野 和美 総合旅行業務取扱管理者 福島 正洋

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。

No. 20-1027

<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 取消料 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

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) 宿泊付旅行 日帰り旅行 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。

当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。 ①20日目に当たる日よりも前 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

●宿泊付旅行 ●日帰り旅行 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。

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% ⑧無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の100% 旅行代金の100% ●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◆
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。）

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。


