トレインフォトギャラリー
in 東成田駅ツアー

コース案内 集合:船橋競馬場駅
2022年02月13日(日)
船橋競馬場駅（10:34発）+++【臨時列車：3400形】+++
2022年02月23日(水･祝) 東成田駅（11:20着）…見学・オリジナルグッズ販売など
トレインフォトギャラリー【3600形リバイバルカラー】
到着（11:40頃）

旅行代金：大人4,000円
小人2,500円
※旅行代金には運賃・提供物が含まれます。※大人１名様からご参加可能です。
※小人のみでのご参加はできません。 ※小人は３歳以上小学生までとなります。
※３歳未満のお子様が座席を使用しての参加を希望する場合は小人代金が必要となります。
※中学生以上は大人料金となります。
※出発地までと解散地からの交通費はお客様負担となります。

トレインフォト
ギャラリー
公開写真イメージ

見学後、自由解散
（イベント終了時間13：00）

当日のお楽しみポイント
①東成田駅の普段使用しないホームに、昔懐かしい京成電鉄の写真を掲
出した3600形リバイバルカラーを停車させ、「トレインフォトギャ
ラリー」として公 開！（公開時間：12時45分まで）
※公開する写真は2月13日・2月23日で内容を一部入れ替えます
②東成田駅停車中の3400形車内にて、車内放送体験！
※希望者多数の場合は抽選を行います
③東成田駅にて、往年のポスターやヘッドマーク類を提出！
④往路の車内にて、京成トラベルオリジナルグッズが当たる抽選会を
実施！
⑤「京成友膳」(成田空港第1ターミナル)でご利用可能な300円割引券を
プレゼント
⑥参加者全員に3600形リバイバルカラーオリジナルクリアファイル、
スカイライナーBOX入りお菓子の詰め合わせをプレゼント！
※2月13日（日）はバレンタインデー前日にちなみチョコレート菓子を
中心にご提供
⑦当日公開した写真のポストカードをお一人様１枚ずつプレゼント！
※写真の中身はランダムで、封を開けてみてからのお楽しみとなります
⑧東成田駅にて京成グループ各社によるグッズ販売！
（開催時間：11時20分～13時00分）※鉄道部品の販売はありません

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
過去14日以内に感冒症状や発熱にて受診や服薬歴のある方はお申し込みをお控えください。

旅行企画・実施

後援：京成電鉄株式会社

●ご予約は下記のホームページにて受付いたします。
https://keiseitravel.co.jp/wp/blog/2021/12/20/21-2018/

お申し込みについて

※お申し込み登録をいただいたメールアドレス宛に「予約確認メール」をお送りいたします。
※応募多数の場合は、抽選を実施いたします。
（抽選や当落結果に関するお問い合わせには、お答えしておりません。）
※ホームページでのお申し込みに関するお問い合わせは本社営業所までお願いいたします。
※お申し込み状況等により、ご予約が承れない場合があります。予めご了承ください。
※本ツアーにつきましては当社ホームページからのお申込みのみとなっております。
※京成トラベルサービス店舗にてのご予約はお受けできませんのでご注意ください。
【本ツアーにおける新型コロナウイルス感染防止対策】
●列車内の消毒（手を触れる場所を中心に出発前に実施）
●乗車前の検温実施（３７．５度以上の方は参加をご遠慮頂きます）
●密接防止のため列車内座席定員を制限
●添乗員等によるイベント中の密接防止の注意喚起とご案内
●参加者に乗車時等、適宜手指の消毒およびマスク着用のお願い
●乗務員・車内スタッフのマスク着用、検温、手洗い・うがいの励行

【お申し込みページ二次元バーコード】

※新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、感染防止対策のため本ツアー
の内容を一部変更または中止する場合があります。

ご案内（必ずご一読願います）
・添乗員が同行します。
・お申込み後の変更・キャンセルはできません。
・お座席のご希望はお受けしておりません。
・当日のご案内は事前にメ
ールにて送付します。・指定の号車・座席は当日受付にてお渡しします。
・集合時間には遅れないようお願いいたします。また、必ずお手洗い
をお済ませの上、ご集合ください。・３歳未満のお子様が座席を使用しての参加を希望する場合、小人代金となります。
・掲載のコース・時間
は当日の鉄道の運行状況により変更となる場合があります。・新型コロナウイルス感染拡大状況、天候や事故等によりやむを得ず中止又は打
ち切りとさせていただく場合がございます。
・お申込みはお一人様１回に付き４名様までとさせていただきます。お申込時に参加者全員のお
名前・ご年令を必ずお伝えください。
・車内での食事・飲酒はご遠慮ください。
・万一事故等が発生し、当選後お申し込み時のお客様と異なっ
た方が参加された場合は、補償の限りではありませんので、ご参加者のお名前が変更となる場合は事前に当社までお知らせください。
・当社では、様々なトラブルを防止するため、オークションサイト等での商品の転売は認めておりません。明らかに転売と判明した場合は、
ツアーに参加できませんのでご注意ください。
・予約をキャンセルされた場合、記念品等だけのお渡しはございません。
・掲載の写真・イラストはイメージとなります。
・最少催行人員：１００名

お申込みのご案内

（国内企画旅行・抜粋）旅行業法１２条の４に定める取扱条件説明書面および同法１２条の５に定める契約書面の一部となります。

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て下さい。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け付けます。
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、当社はお申込みはなかったものとして取り扱い
ます。
旅

行

代

宿 泊
金

30,000 円未満
30,000 円以上 60,000 円未満
60,000 円以上 90,000 円未満
90,000 円以上

付

旅

行
申

込

金

6,000 円
12,000 円
18,000 円
旅行代金の 20％

日 帰
旅 行 代 金

り 旅 行
申 込

10,000 円未満
10,000 円以上 30,000 円未満
30,000 円以上

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なえないときは、その差額を申し受けます。
旅 行 契 約 の 解 除 日
取 消 料
宿泊付旅行
日帰り旅行
①20 日目に当たる日よりも前
無料
旅行代金の 20％
③11 日目に当たる日よりも前
無料

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（日帰り旅行については 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・ご旅行代金の基準
ご旅行条件は 2021 年 7 月 1 日を基準としています。また、旅行代金は 2021 年 7 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 6 才未満の幼児で運輸機関の座席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要の場合
は、小人代金を適用します。

旅行代金の 30％
⑥旅行開始日の前日
旅行代金の 40％
⑦旅行開始日の当日
旅行代金の 50％
⑧無連絡不参加又は旅行開始後
旅行代金の 100％
又、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契約解除ができます。
（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、官公署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脱された場合は、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。

●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下さい。
◆列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。

金

3,000 円
6,000 円
9,000 円

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．契約書面の交付
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当社
の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。

※確定情報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。

旅行企画・実施（観光庁長官登録旅行業第７０号）
◆国内旅行傷害保険加入のおすすめ◆

本社営業所
〒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

総合旅行業務取扱管理者
小柴亜希子
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取引責任者で
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、お遠慮なく営業所の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

本ツアーお問い合わせ電話

047-409-3547
受付時間：平日 10:00～17:00
（定休：土・日・祝／12 月 30 日～1 月 3 日休業）
お掛け間違いにご注意ください。
お問い合わせの集中などにより、
電話に出られない場合がございます。
予めご了承ください。

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。

後 援

（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

京成電鉄株式会社

№21-2018

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。

