
 

観光庁長官登録旅行業第７０号 

 旅行企画・実施 

単位：円 旅行代金（２名１室利用・おひとり様） 

 
 

 

 

オススメ 
ポイント 

 

◇利用するタクシーの車種 

・普通車・ジャンボタクシー 

※車種の指定はできません。 

（お 1人様につき 1つ） 
 ※未使用の場合でも払い戻し等はありません。 

●2日間観光タクシーで贅沢旅 
 

観光タクシー（イメージ） 

 

 ラビスタ霧島ヒルズ３日間 

成田空港発 

２名１室おひとり様料金 135,000円～241,000円 

 

 旅行設定期間 

2022 年 6 月～2022 年 10 月 

 
 

 

※３日目はホテルから空港   

  への送迎のみです。 

●お宿からお客様ご自宅までの宅急便付 
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 行程 食事 

1 成田空港第３ターミナル 08：10発✈《ジェットスター621便》✈ 

鹿児島空港 10：20着＝〇塩浸温泉龍馬公園＝霧島周辺昼食＝ 

〇丸尾滝＝〇えびの高原＝ラビスタ霧島ヒルズ 15：30着 

                              ラビスタ霧島ヒルズ泊 

朝☒ 

昼☒ 

夕〇 

2 観光タクシー選べるコース「1・2・3・4」からお選び下さい。 

（上記は旅行代金に含まれております。 

各施設の入場料・昼食代は旅行代金に含まれておりません。） 

                              ラビスタ霧島ヒルズ泊 

朝〇 

昼☒ 

夕〇 

3 ホテル 8：50発＝鹿児島空港 10：55発✈ 

《ジェットスター622便》✈ 

成田空港第 3ターミナル 12：45着 

朝〇 

昼☒ 

夕☒ 

 

 

チェックイン：15：00 

チェックアウト：11：00 

朝食：バイキング 

夕食：イタリアン風洋食コース 

お部屋：スタンダードツイン（一例） 

     （35m2～45m2/定員２名） 

ホテルのご案内 

■出発日 2022年６月１８日～10月２７日発 

 

 

最少催行人員：2名 

《マークの見方》＝観光タクシー、✈航空機、◎入場観光、〇下車観光、△車窓観光 

 

天然温泉を引き込んだビューバスで、異国情緒を 

満喫しながら極上の湯浴みをお愉しみください。 

室内は南欧調の設え、テラスにはハート形の 

ビューバスがございます。 

イタリアン風洋食コース（夕食一例） 

スタンダードツイン 一例 

スタンダードツイン 部屋風呂 一例 

朝食バイキング（イメージ） 

朝食は、彩り豊かな和洋の旬菜を 

バイキングスタイル（個別提供）で。 

夕食は、イタリアンテイストと地元の旬菜を 

織り交ぜた洋食のコース料理を。 

共立リゾート定番の「夜鳴きそば」など 

無料サービスの愉しみもございます。 

情緒ある和テイストの設え。 

落ち着きのあるさまざまなタイプの湯船で 

名湯・霧島温泉をお愉しみください。 

夜鳴きそば（イメージ） 

大浴場 

亀岩の湯 貸切風呂一例 

檜・岩・樽の趣異なる 3つの天然温泉貸切 

風呂をご用意しております。 

※貸切風呂は予約不要、先着順になります。 

 鹿
児
島
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霧島神宮の亀石イメージした貸切風呂。 
貸切風呂の中でも一番広々とご利用 
いただけます。 

営業時間：15:00～25:00、翌朝 4:00～10:00 

※眺望の指定はできません。 



 

 
２日目 

コース 1 

      

09：30発 15：30頃 

霧島 4 社参り 

 
２日目 

コース 3 

   
 

 

09：30発 16：00頃 

麹蔵＆壺畑見学コース 

 
２日目 

コース 
4 桜島周遊コース 

     

11：00発 17：20頃 

 
２日目 

コース 2 
明治維新の風を感じるコース 

      

09：00発 16：25頃 

 
２日目選べるコース 

注意事項 ●設定期間/毎日発●下記より 2日目の行程をお選びください。 

●２日目各施設の入場料・昼食代は旅行代金に含まれておりません。 

●交通事情により到着予定時刻が遅れる場合がございます。 

 

 

   

 

※桜島へはタクシーと共に
フェリーにて移動します。 

島津家別邸「仙巌園」は鹿児島にある、

日本を代表する大名庭園です。 

桜島を望む雄大な庭園に加え、 

殿様が暮らした御殿がございます。 

※仙厳園の入園料金は旅行代金に含まれておりません。 

 入園料金は別途大人 1,000円、中学生・小学生 500円かかります。 

焼酎の味を左右する麹に焦点を当て、焼酎の発展に寄与した 

歴史を学ぶことができます。 

焼酎造りの工程や、熟成の様子を見学することができます。 

眼下には鏡面のように輝く穏やかな錦江湾と鹿児島市街地

が広がり、遠く北には霧島連山、南に秀麗な開聞岳まで一望

できる島内一の景勝地です。 

 

仙厳園（イメージ） 

黒神埋没鳥居（イメージ） 

バレルバレープラハ＆ゲン（イメージ） 

湯之平展望所（イメージ） 

杉に囲まれた参道、境内、そして格調高い 

朱塗りの社殿が印象的。外部だけでなく内部も

贅を凝らした格調高い装飾から西の日光とも 

呼ばれています。 

霧島神宮（イメージ） 



 

【ジェットスター・ジャパンご利用のご案内/注意事項】 このツアーは出発日の 10日前までにお申込み受付します。 
・「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￥２，１００(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。 
・機内持ち込み手荷物 7ｋｇ・航空機受託手荷物 20kg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、振り替え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。 
【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・・機内持ち込み手荷物 7ｋｇ・航空機受託手荷物２０ｋｇ・航空機事前座席指定料（スタンダード）・空港施設使用料・ 
宿泊代・食事（朝食 2回分・夕食２回分）お宿からお客様ご自宅までの宅急便代（おひとり様につき 1つ）・３日間観光タクシー代（車・ガソリン・有料道路・駐車場込）・諸税 
※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・現地係員は同行いたしません。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。 
 

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18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。 
 

 

【ご案内】  （国内募集型企画旅行・抜粋）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。 
         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し込みください。 

●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％ 

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％ 

 

No.22-3006 


