1 名様よりお申込み OK

四万十・高知 自由旅行
３日間

３つのプランから選べる
四万十 2 泊 3 日
高知 2 泊 3 日
（１泊目）四万十・（2 泊目）高知

1泊3日

四万十・高知 自由旅行 ３日間 スケジュール
２０２１年４月１日～２６日の月・水・金・土曜日、４月２８日～４月３０日、5 月 7 日～5 月 29 日の月・水・金・土曜日、
６月７日～６月 30 日の月・水・金・土曜日、７月 1 日～3 日、７月 5 日・7 日～10 日出発
旅行代金 33,000 円～58,000 円 （四万十 1 泊・高知 1 泊コース/3 名 1 部屋利用の大人 1 人当たり）
日
行
程
程
１ 成田空港第３ターミナル１２：４5 発＝《ジェットスター航空４２３便》＝高知龍馬空港１４：２５着
日 《自由/お客様ご自身でホテルへ移動》
目
四万十市内ホテル または 高知市内ホテル泊
2 《終日自由行動》
日 ※オプショナルツアーをご用意しています。（事前申込/別料金）
目
四万十市内ホテル または 高知市内ホテル泊
３ 《出発まで自由行動/お客様ご自身にて空港へ移動》
日
目 高知龍馬空港１５：０５発～《ジェットスター航空４２６便》～成田空港第３ターミナル１６：３５着

特典１：レンタカーオプション

食事
朝☒
昼☒
夕☒
朝〇
昼☒
夕☒
朝〇
昼☒
夕☒

四万十市クーポン

日産レンタカー・マーチまたはノート
（１日目高知龍馬空港から３日目高知龍馬空港まで利用で）
保険：対人・対物：無制限、車輛：時価額、人身傷害 5000 万円、
ノンオペレーションチャージ：0 円 ＊対物・車輛は免責額 0 万円
※ご出発の 10 日前までにお申込みください。

3 日間で１１，８００円（税込）
新ロイヤルホテル四万十に宿泊されるお客様には、
四万十市約２５０店舗で利用できる５,０００円分
クーポンをホテルフロントでお渡しします。
＊数量限定のためお渡しできない場合があります。
予約時にお知らせします。 2021 年６月 30 日まで

四万十市観光協会 https://shimanto-kankou-q.com
観光庁長官登録旅行業第７０号

旅行企画・実施

四万十・高知

ご利用ホテル
新ロイヤルホテル四万十
●部屋/バス・トイレ付洋室
全室 Wi-Fi 完備
●朝食/バイキング
●駐車場/有り・無料
●交通/中村駅より タクシーで 10 分
●チェックイン/１５：００
大浴場あり
●チェックアウト/１１：００

お部屋は実際と異なることがあります

ホテル日航高知旭ロイヤル
●部屋/バス・トイレ付洋室
●朝食/和洋食ブッフェ
●駐車場/有り・1 泊１，０００円
●交通/高知駅下車 車で約 6 分
●チェックイン/１４：００
●チェックアウト/１１：００
全室

Wi-Fi 完備

出発日別代金区分カレンダー・旅行代金表（お 1 人様）
●四万十・高知 自由旅行 3 日間 旅行代金カレンダー

●四万十・高知 自由旅行 3 日間 旅行代金
表

お問合せ・お申し込みは各営業所またはホームページにて

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/

ツアーＱＲコード

オプショナルツアー 四万十発

（別料金） ※ご出発日の 10 日前までにお申込みください。

周遊バス/しまんとあしずり号・日帰り１日コース（四万十・足摺ぐるっと１周コース）
毎週 土曜日・日曜日・祝日 運行 ※4 月１日～４月４日、４月２９日～５月５日は毎日運行します。
旅行代金：大人 3,800 円 子供 1,900 円
主催会社：高知西南交通
新ロイヤルホテル四万十ホテル＜8：00 発＞＝＝足摺岬（現地ガイドツアー）＝＝海洋生物研究所以布利センター
＝＝ジョン万次郎資料館＝＝＝竜串海域公園（足摺海洋館・グラスボート・足摺海底館）＝＝柏島（竜ケ浜ビューポイ
ント散策）＝＝道の駅＝宿毛歴史館・林邸＝＝ＪＲ中村駅＜17：25 着＞＝新ロイヤルホテル四万十＜17：35 着＞
※行程中の入場料・乗船料・食事代は別途料金がかかります。（お客様負担）
高知西南交通 https://kochi-seinan.co.jp/obi/pdf/tour_ashizuri2020.pdf?0720

四万十川バス周遊Ａコース+周遊Ｂコース
毎週 土曜日・日曜日・祝日 運行 ※4 月１日～４月 5 日、４月 29 日～５月６日は運行します。
旅行代金：大人 2,400 円 子供 1,200 円
主催会社：高知西南交通
Ａ：新ロイヤルホテル四万十＜8：00 発＞＝＝高瀬沈下橋＝かわらっこ/四万十川遊覧船など（別料金）＝＝勝間沈下橋
＝＝岩間沈下橋＝＝道の駅（よって西土佐）＝＝ＪＲ江川崎駅＜10：40 着＞
Ｂ：ＪＲ江川崎駅＜11：00 発＞＝＝道の駅（よって西土佐）＝＝岩間沈下橋＝＝農家レストラン・口屋内沈下橋＝＝トン
ボ自然公園・四万十川学遊館あきついお＝＝新ロイヤルホテル四万十＜14：55 着＞
高知西南交通 https://kochi-seinan.co.jp/obi/pdf/tour_kawabus2020.pdf

オプショナルツアー 高知発 （別料金） ※ご出発日の 10 日前までにお申込みください。
お得なＭＹ遊バスセットプラン ＭＹ遊バス桂浜 1 日券とひろめ市場 500 円利用券付き
旅行代金：大人 1,200 円 （高知市内）
主催：高知県観光コンベンション協会
小学生 900 円
ＭＹ游バスの情報 よさこいネット https://www.attaka.or.jp/kanko/katsu.mybus

日曜市散策と生鰹藁焼きタタキ体験ツアー
主催：高知県観光コンベンション協会
出発日：毎日曜日 所要時間：9：00 発～12：00 頃着、11：00 発～13：00 頃着
旅行代金：4,000 円 最少催行人数 1 名
行程：こうち旅広場・・・（徒歩）・・日曜市・・（徒歩）・・・市場寿し 魚屋（昼食） 解散
日曜市を地元ガイドの案内で散策。途中（冷やししょうが）体験、高知を代表する「鰹の藁焼
きタタキ作り体験と昼食」をお楽しみいただきます。
現地ガイド代・冷やししょうが代、鰹藁焼タタキ体験と食事代、保険代を含む。
※除外日：2021 年 5 月 2 日 ※申し込み締め切り 10 日前
※9：00 発コースは日曜市で一旦解散。その後 11 時 30 分に各自「市場寿し魚屋」に集合
となる。
※雨天の状況により中止する場合があります。※未就学児などで昼食不要の場合は無料。

さかわ町並み歩きと大正創業老舗のうな重ツアー 主催：高知県観光コンベンション協会
出発日：毎木・金・土曜日 出発・所要時間：9：30 発～15：00 頃着
旅行代金：大人 7,800 円 子供（6 歳～12 歳）６，５００円 最小催行人数：2 名
行程：こうち旅広場・・・（徒歩）・・ＪＲ高知駅・・（徒歩）・・・ＪＲ佐川駅・・（徒歩）・・佐川町歩き
＜武村家住宅＊国重要文化財）、青山文庫など・・・（徒歩）・・大正軒（昼食）・・・
（徒歩）・・・ＪＲ佐川駅・・・（徒歩）・・ＪＲ高知駅
歴史の町佐川町を地元ガイドの案内で散策。昼食は大正 2 年創業のうなぎ専門店「大正
軒」でうな重をご堪能ください。
※申し込み締め切り 10 日前
◆履きなれた靴をお勧めします。◆交通事情により出発・到着が遅れる場合があります。
※行程の順序を入れ替えてご案内する場合があります。

日曜市

鰹のタタキ体験

昼食(市場寿し)イメージ

佐川の町並み

青山文庫）

※その他オプショナルツアーのご用意がありますので、お問合せください。
大正軒（うな重）

インフォメーション（重要事項）＊お申込み前に必ずお読みください
【ジェットスターご利用のご案内/注意事項】 このツアーは１名から催行します。
・「幼児料金」は、搭乗時 2 歳未満のお子様へ適用します。0～2 歳未満の幼児は￥1,530(1 区間あたり)の搭乗料金が発生します。
オンライン予約の場合、幼児(2 歳未満)の人数を当該人数選択画面にて、必ずご記入ください。
・搭乗時 2 歳以上 12 歳未満のお子様は、おとな旅行代金と同額です。
・合計重量 20kg までの手荷物と座席指定料（基本）は含まれています。
・空港へは出発の 1 時間前をめどにお越しください。・フライトスケジュール・便名は月によって大幅に変更となる場合がございます。
必ず最新のスケジュールをご確認ください。
・当日のやむを得ない理由(荒天・機材繰り等)でご予約いただいた便の時間変更・便名変更があった場合でも差額の払い戻しはございません。
・いかなる事由の乗り遅れにつきましても代替交通費用はお客様負担です。
航空券の払い戻しはできませんのでご注意ください。代替交通手段に関してもお客様ご自身でのお手配が必要です。
・天候不良・機材トラブルの際の振替はジェットスター自社便への振り替え努力はいたしますが、振替できない場合は後日返金となります。ただし、新たに他社便の航空券を
購入した場合は返金額よりも高くなる可能性があります。
・ご旅行出発の最終ご案内書面やチケットの予約番号は郵送またはメールでお送りします。（メールの場合は、お客様ご自身でプリントアウトしてご旅行へお持ちください。
(ご出発 7～5 日前頃を目途にお送りします)。
・チェックインカウンターにて身分証の提示を求められる場合がありますので、ご旅行へ必ずご携帯ください。
【ホテルについて】
・洋室を 3 名以上で 1 室利用の場合はツインベッドにエキストラベッド・ソファベッド・デイベッドを加えて使用する場合がございます。
【旅行代金に含まれるもの】
包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃・空港施設使用料・宿泊代・消費税
※特記の場合を除き、行程に含まれない各観光施設等の入場料類や有料道路通行代金類は、旅行代金に含まれません。
※添乗員・現地添乗員・現地係員類はありません。ご旅行に必要な旅程表類をお渡ししますので、ご旅行中の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
【（別代金）オプショナルツアーご利用時のご案内】
・パンフレットに表示したオプショナルツアーは旅行代金には含まれません。別途代金がかかります。
・旅行出発日の 10 日前までにお申込みください。

京成トラベルサービス旅行条件（抜粋）＊お申込み前に必ずお読みください
この旅行は、京成トラベルサービス株式会社（以下「当社」といいます）が企画して実施するもの
であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」といいます）
を締結することになります。当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の
提供する旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）を受けられるように、手配し、
旅程を管理することを引き受けます。また契約内容・条件は、各コースに記載されている条件のほ
か下記条件、出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当
社約款」といいます）によります。
１.旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1)所定の旅行申込書（以下「申込書」といいます）に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金
を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれの一
部又は全部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

●日帰り旅行
申込金
６，０００円
１２，０００円
１８，０００円
旅行代金の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
旅行代金の２０％

(2)当社及び旅行パンフレットの受託販売欄に記載された当社の受託旅行業者の営業所（以下「当
社ら」といいます）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契
約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社らが
予約を承諾した日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（受付
は、当社らの営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、インターネットその他
の通信手段は、翌営業日の受付となります）。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当
社らは、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)お客様との契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
①店頭（及び当社らの外務員による訪問販売）の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、当社ら
が第1項(1)の申込金を受理した時。
②電話等による契約の予約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して
3日目に当たる日までに当社らがお客様から第1項(1)の申込金を受理した時。
③通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立しま
す。
２.お申込み条件
(1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2)最少催行人員は、旅行パンフレットに記載します。
(3)特定旅客層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、年齢、資格、技能その
他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(4)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、
車椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内
でこれに応じます。この場合、当社らは、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同
伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とするこ
とがあります。また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基
づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
(5)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときは、ご
参加をお断りする場合があります。
当社に対して暴力的な要求行為及び不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動もしくは暴力行
為、風説を流布し偽計・威力を用いて信用の毀損もしくは業務の妨害行為、又はこれらに準ずる
行為を行ったときは、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

この書面は旅行業法第１２条の４による取引条件説明書面及び同 12 条５に定める契約書面の一部となります。

３.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって20日前までにお支払いいただきます。旅行開始日
の前日からさかのぼって20日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日の当社が指定す
る期日までにお支払いいただきます。
４.旅行代金について
（１）大人、子供、幼児の旅行代金は各パンフレットに記載した金額となります。
５.取消料
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様 1 名につき下記
の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される
場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の（1 台・1 室あたりの）ご利用人数の変更に対
する差額代金をそれぞれいただきます。
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て）
宿泊付旅行
日帰り旅行
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日目に当たる日まで
旅行代金の２０％
無料
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日目に当たる日まで
旅行代金の２０％
旅行代金の２０％
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％
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％
６.特別補償規定
(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の
損害について、あらかじめ定める額の保証金及び見舞金をお支払いします。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違
反、法令に違反するサーピス提供の受領、山岳登はん（ピッケル等の登山用具を使用するもの）、
スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項(1)
の補償金及び見舞金を支払いません。
(3)お客様もしくは死亡補償金の受取人が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力
に該当した場合は、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部
の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではありません。
７.旅程保証について
(1) 当社は、旅行日程に別途定める契約内容の変更が行われた場合は、当社約款（募集型企画旅行
契約）その変更の内容に応じて旅行代金の1％～５％に相当する額の変更補償金を支払います。
当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15％を乗じた額をもって
限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、
当社は、変更補償金を支払いません。
ただし、次に掲げるものは対象外となります。
(2)下記の場合は原則として(1)の変更補償金はお支払いしません
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令 ⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
⑥当初の運送スケジュールによらない運送サービスの提供⑦お客様の生命又は身体の安全確保
のため必要な措置としての変更
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。
お申込みいただく際には、これらの個人データの提供について同意いただくものとします。

お問合せ・お申し込みは
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
受付時間 １０：００～１８：００（平日） 定休日：土・日・祝日

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

（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。

No.21-3003

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

