
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出発の 10日前までお申込みください ※このツアーは 2名から申し込みを受付します 

※適用除外日：2021年 6月 5日（土）、7月 24日（土）を除く 

旅行代金（2名1室利用 朝食付き）尾道国際ホテル 32,000円～38,000円 

日程 行   程 食事 

１日目 成田空港 09：30       （Spring Japan）広島空港 11:１0 着     

（各自移動） 自由行動 

広島または尾道市内泊 

なし 

２日目 ホテル 自由行動   （各自移動） 

広島空港 20：05発       （Spring Japan）成田空港２１:３５着 

朝食

付 

 

旅行企画実施 

※写真はすべてイメージです 

尾道ラーメン 

尾道風景 原爆ドーム 

広島焼き もみじまんじゅう 

宿泊は広島市内のホテルまたは尾道市内のホテルをお選びいだだくプランです。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LBaIBjaK&id=1C75C364CC0FA9D0500A78CAF7193A6D0462C73A&thid=OIP.LBaIBjaK5STmC4I4WZUQrQHaHa&mediaurl=http://www.keiseitravel.co.jp/branch/up2/T-1395152686_M.jpg&exph=295&expw=295&q=%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc+%e4%ba%ac%e6%88%90&simid=607992103324944866&selectedIndex=20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

出発日別旅行代金表 

Ａ 尾道国際ホテル外観 

Ａ ハリウッド・ツイン 

Ａ 朝食イメージ 

Ｂ リーガロイヤルホテル広島スタンダードツイン 

Ｂ リーガロイヤルホテル広島外観 

ホテル情報 Ａ または Ｂ をお選びください 

Ｂ 朝食イメージ 

洋食か和食をチョイス 



モデルコース レンタカー利用の場合 

オプショナルツアー レンタカー 

 

  

 

11：10着（予定）レンタカー手続きの後、出発！  

□ 尾道  広島空港から山陽自動車道を通り尾道までレンタカーで約 45分。 

文学や映画の町、坂の町尾道を歩いて観光！ 

（モデルコース）持光寺→おのみち文学の道→千光寺・千光寺公園（ロープウエイ乗り場がある）→西國寺→浄土

寺→おのみち映画資料館 を歩いて観光 所要約 3時間 30分  

□ しまなみ海道レンタサイクルの小トリップ  

（モデルコース/初めての方向き）しまなみ海道１つ目の島である向島を一周 18ｋｍのサイクリングコース 

 所要約 2時間 尾道→向島→尾道 

□ 広島市内 原爆ドーム  広島空港から山陽自動車道を通りレンタカーで約 55分。 

□ 宮島・・・広島空港から山陽自動車道を通りレンタカーで約 60分 

□ 岩国・・・錦帯橋 広島空港から山陽自動車道を通りレンタカーで約 75分 

 

日産レンタカー マーチまたはノートが２日間で 1１,800円（税込） 

（1日目広島空港営業所から２日目広島空港営業所まで）※車種のご指定はできません。 

保険：対人・対物：無制限、車輛：時価額、人身傷害 5,000万円、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 

 

▲広島焼き 

 お好み焼きがソウルフード

（人口 10000 人あたりの店舗

数は全国 NO.1！）である広島

人にとっては、お好み焼きとは

昔から食べ親しんできた“重ね

焼”のこと。 

▲尾道ラーメン 

  豚の背脂を浮かせた醤油ベ

ースのスープと平打ち麺が特

徴です。 

 ぜひご賞味ください。 

 

※写真はすべてイメージです。 

▼もみじまんじゅう 

 宮島の深く色とりどりに紅

葉した楓は、多くの参拝者や

観光客に喜ばれます。 

もみじまんじゅうは、「県花」

である紅葉を型取って造られ

たものです。 



 

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。 

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 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
 

 
 
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(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。 
 

 

●宿泊付旅行 

旅行代金 申込金 

30,000円未満 ６，０００円 

60,000円未満 １２，０００円 

90,000円未満 １８，０００円 

90,000円以上 旅行代金の２０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日帰り旅行 

旅行代金 申込金 

10,000 円未満 ３，０００円 

30,000 円未満 ６，０００円 

30,000 円以上 旅行代金の２０％ 

 

旅 行 契 約 の 解 除 日 

（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 

取 消 料 

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％ 

 

旅行企画・実施   

 

 

 

観光庁長官登録旅行業第７０号 

〒276－００32 千葉県八千代市八千代台東 1-5-3 

京成八千代台東ビル 4階   本社営業所     
受付時間 9：3０～１８：００（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。           

 

お問合せ・お申し込みは 

八千代台営業所 047-484-1409 

〒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 

勝田台営業所 047-483-5220 

〒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 矢島 幸絵 

公津の杜営業所 0476-27-1191 

〒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 大塚 郁美 

青 戸 営 業 所 03-3838-5911 

〒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 

千葉駅前営業所 043-238-5101 

〒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 中嶋 ゆかり 

ＩＵＨＷ成田病院営業所 0476-85-5020 

〒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 福島 正洋 

最小催行人数：2名 

【春秋航空ご利用のご案内/注意事項】 

・「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￥3,000(往復)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までの手荷物を預ける料金が含まれます。 ・座席指定はできませんので予めご了承ください。 

・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春秋航空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。 
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