■旅行代金（おひとり）おとな・こども同額（３歳以上小学生まで）

１２，８００円～１４，０００円
＜青戸ルート＞
■出発日

さくらんぼ狩り

小野池あじさい公園

１２，８００円

バス会社：城北交通同等

2021 年６月１９日(土)
■集合場所（出発時間）
①青砥駅ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ青戸１丁目店前
（０８：３０）
５）５）

＜八千代ルート＞１３，５００円
■出発日

バス会社：千葉交通同等

2021 年６月１２日（土）

６月１５日（火）６月２６日（土）
■集合場所（出発時間）
①京成勝田台駅北口広場・・（０８：００）
②八千代台駅ユアエルム前・（０８：２０）

原田農園・昼食

おしながき
・田舎ちらし

＜成田ルート＞
■出発日

１４，０００円

・海老天入りサラダうどん
・上州産もち豚の冷しゃぶ

バス会社：千葉交通同等

・きのこのお造り

2021 年７月 ３日(土)
■集合場所（出発時間）
①

・山菜ホタテ
・蒟蒻の煮っころがし

・（０８：００）

・生姜昆布

②公津の杜駅ユアエルム前（０８：２０）

・デザート

＜千葉ルート＞
■出発日

１３，５００円

バス会社：千葉海浜交通同等

ガトーフェスタハラダ

2021 年７月１０日(土)
■集合場所（出発時間）
①
・（０８：００）
②Ｊ Ｒ 稲 毛 海 岸 駅 前・（０８：２０）
③JR 検見川浜駅前・・・（０８：３０）

※画像は全てイメージです。

●コース案内● 出発地～(首都高速・関越道)～原田農園（昼食：和食）～沼田・さくらんぼ狩り(園内３０分
食べ放題)～小野池あじさい公園（８，０００株のあじさい自由散策）～ガトーフェスタハラダ（工場見学ギ
ャラリー・買物）～(関越道・首都高速)～出発地(最終１９：００着予定)
観光庁長官登録旅行業第７０号
旅行企画・実施

京成トラベル

検索

新型コロナウィ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あります。
（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をいたします。）
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ィ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）ツアー参加前に健康チェックをお願いします。
（３）ご乗車時等定期的に手指の消毒とツアー中のマスクの着用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下さい。
（５）バス車内の換気を徹底します。
（６）バス車内での酒類・食事はご遠慮頂いております。
（７）各業界の対策ガイドラインを遵守している施設を選定し、感染防止対策が不十分な
施設は行程に組み込みません。
【当社の対策】当面の間
（１）通常のバス座席４５席に対して３分の２程度、定員３２席に制限して催行します。
（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）

当ツアーのお申込みについて

◇利用予定貸し切りバス会社一覧
・京成バスシステム ・千葉中央バス ・千葉交通 ・成田空港交通 ・千葉海浜交通
・千葉内陸バス ・中央交通 ・和光観光バス ・大日ドリーム観光 ・アーガス観光
・さくら観光バス ・日の丸自動車興業 ・富士急行観光 ・城北交通
等弊社契約バス会社
◇利用するバスの車種
・大型観光バスタイプ ・中型観光バスタイプ ・小型観光バスタイプ
※参加者人数によってはハイエースなどを使用する場合があります。

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://keiseitravel.co.jp/wp/blog/2021/04/01/21-1009/

Twitter
最新情報の旅情報や、
イベント列車の情報な
ど、様々な情報を発信
しています♪

『keisei_travel』
で検索！

LINE 公式アカウント

Instagram

行きたい旅先などをトークに送信すると、おススメ
旅行や最新情報などをご覧いただけます♪

＜コースのご案内＞ ●最少催行人員：２０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。 ●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。
●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。
１．旅行の申込み
（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
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。
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下さい。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るお申込みを受付けます。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、当社はお申込みがなかったものとし
て取り扱います。
●宿泊付旅行
旅行代金
３０，０００円未満
６０，０００円未満
９０，０００円未満
９０，０００円以上

申込金
６，０００円
１２，０００円
１８，０００円
旅行代金の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
旅行代金の２０％

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ときに成立するものとします。
３．契約書面
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責任に関する事項を記載
した書面（以下「契約書面」といいます）をお渡しいたます。
（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。

旅行企画・実施

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

本社営業所

（企画担当）
総合旅行業務取扱管理者 小柴 亜希子
受付時間 １０：００～１８：００（平日） 定休日：土・日・祝日
（一社）日本旅行業協会正会員 ＪＡＴＡ ボンド保証会員
旅行業公正取引協議会会員
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 当社及び下記「取扱店」欄記載の受託旅行業
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。
このほか、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。

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 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。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。
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。
旅 行 契 約 の 解 除 日
取 消 料
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
宿泊付旅行
日帰り旅行
て）
①２０日目に当たる日よりも前
無料
無料
②２０日目に当たる日以降８日目に当たる日ま
旅行代金の２０％
無料
で
③１１日目に当たる日よりも前
旅行代金の２０％
無料
④１０日目に当たる日以降８日目に当たる日ま
旅行代金の２０％
旅行代金の２０％
で
⑤７日目に当たる日以降前々日に当たる日ま
旅行代金の３０％
旅行代金の３０％
で
⑥旅行開始日の前日
旅行代金の４０％
旅行代金の４０％
⑦旅行開始日の当日
旅代代金の５０％
旅代代金の５０％
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％

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に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く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。
６．ご旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件２０２１年２月１日を基準としています。また、旅行代金は２０２１年４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才以上の方は大人代金、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及び、食事等必要
の場合は、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。
●バス車内を禁煙とさせて頂きます。何卒、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
●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内容をもっ
てかえさせていただきます。

又は、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。
（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。
（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、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こと。
（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。
（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、一時離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の
払い戻しをいたしません。

お問合せ・お申し込みは

◆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。

Ｎｏ.21-1009

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

〒276-0032 八千代市八千代台東 1-1-10
ユアエルム八千代台店 3 階
営業時間 全日 10:00～20:00
（不定休）
総合旅行業務取扱管理者 能勢 朝子

〒286-0048 成田市公津の杜 4-5-3
ユアエルム成田店 1 階
営業時間 全日 10:00～20:00
（不定休）
総合旅行業務取扱管理者 矢島 幸絵

〒260-0028 千葉市中央区新町 250-3 京成千葉駅構内
営業時間 平日・土 10:30～18:30
※13:00～14:30 受付休止
定休日 日曜日・祝日 12/30～1/3
総合旅行業務取扱管理者 秋山 由香里

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

〒276-0023 八千代市勝田台 1-8-1
京成勝田台駅構内
営業時間 平日 10:00～19:00 土祝 10:00～16:30
定休日 日曜日 5/3～5/5 12/30～1/3
総合旅行業務取扱管理者 井上 あずさ

〒125-0062 葛飾区青戸 3-36-1
ユアエルム青戸店 5 番街
営業時間 全日 10:00～20:00
（不定休）
総合旅行業務取扱管理者 大野 和美

〒286-0124 成田市畑ヶ田 852
国際医療福祉大学病院 健診棟１階
営業時間 全日 09：30～18:00
定休日 土日祝日 年末年始
総合旅行業務取扱管理者 中嶋 ゆかり

