*お申込からご出発までの流れ*

成田発着 秋のメルヘン街道

Ⓡ

①お申込みは…お電話又はFAXで下記の通りお願い致します。
水郷の原風景 与田浦を舟で渡りローカル電車で 小江戸佐原へ

・コース名 ・出発日時 ・氏名 ・年齢 ・住所 ・連絡先（固定電話又は携帯℡）
・旅行保険（加入の有無）※旅行保険加入のお客様は、申込書を最終日程表に同封致します。

②最終日程表のご案内・ご旅行の引受書
ご旅行の催行決定後（ご出発日の１０日前）送らせていただきます。
※出発の最終確認とご挨拶の電話は最終日程表を以て失礼させていただきます。

③ご旅行費用のお支払い
最終日程表到着後、３日以内に下記銀行口座へお振込願います。
尚、旅行保険加入の方は、併せてお振込願います。※お振込手数料は、お客様負担でお願い
致します。千葉銀行佐原支店 普通口座 ３０３１３７０ エアポートトラベル株式会社

④ご旅行の中止
荒天により、旅行を中止する場合、前日にご連絡差し上げます。
※ご旅行代金は、返金させていただきます。（中止から５日以内）

⑤ご出発 (ご出発の１０分前、乗車場所に必ず集合願います)
指定された集合場所に出発時間を間違えないようご集合ください。

【国内募集型企画旅行：ご旅行条件】旅行業法第 12 条の 4 による旅行条件説明書面)(旅行業法第 12 条の 5 による契約書面)
※ お申し込みいただく前に必ずお読みください。（一部掲載させていただいております。詳しくは、当社ホームページをご覧ください）
1. 国内募集型企画旅行 ご旅行条件 ※当社旅行業約款は、当社ホームページからご覧になれます。

(7)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容

(1)このご旅行は、エアポートトラベル株式会社(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行です。

を変更すること等を条件とするこ

(2 ご旅行条件は、下記条件のほか、コースごとに記載されている条件、パンフレット(ご旅行案内)。当社旅行業約款

旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させてい

をご希望の方は、当社にご請求ください。

とがあります。まお客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は

▲写真はイメージです

ただくことがあります。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原則としてお客様の負担とします。

2. 旅行のお申し込みおよび契約の成立

出発日

(8)お申し込み時に旅行日程、宿泊、運送機関の名称が確定できない場合は、旅行開始日の前日までに決定内容を記載した確

(1)当社は電話、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。

定書面をお送りいたします。ただし旅行開始日 7 日前以降のお申し込みの場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあり

(2)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 11 日前までに全額をお支払いいただきます。

ます。

(3)15 歳未満の方は保護者の同行を条件とします。

3. 旅行代金に含まれるもの

(4)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理したときに成立します。また当社は、

団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の代表者(以下「契約責任者」といいます)より旅行代金

旅行日程に明示した、運送、宿泊、食事、入場観光等にかかる費用および消費税など諸税。

※上記費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。※幼児への食事・寝具・座席の提供

の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立し たものとします。ただし、申し込み時

はございません。

に各参加者が別々にお支払いになる旨を当社にお申し出いただいた場合を除きます。

4. 旅行代金に含まれないもの

(5)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、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、お申し込 みをお断りすることがあります。

旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」
「各自で」などと記載されている区間の交通費、食事代、入場料、旅行中
の個人的諸費用(電話、クリーニ

・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の

、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、

与できない事由が生じた場合は契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがありま

を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨

をお申し出ください(旅行契約成立

後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に
要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれ
に応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていた
だくことがあります。

場合も、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にある日

5.お客様の交替

②旅行開始日の７日前～２日前

３０％
100％

③旅行開始日の前日

４０％

7. 旅行開始前の当社による旅行契約の解除および払い戻し
お客様から当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

ご旅行のお申込・お問い合わせは
Ⓡ

千葉県知事登録旅行業第 2-496 号

営業日
休業日

▲秋の味覚膳（イメージ）

コース

※最少催行人員：２５名

より前にお知らせします

(1)お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。

旅行企画・実施

集合場所・出発時間

す。さらに著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった

6. 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除および払い戻し
２０％

（大人・こども共通)

関

お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができ、この際交代する費用をお支払いいただきます。

①旅行開始日の10日前～８日前
④旅行日当日 ５０％

旅行代金

ング、飲物等)およびオプショナルツアーの代金。 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送

(6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、動物アレルギーのある
身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮

９月１５日（日）・１６日（月・祝）・２０日（金）・２２日（日）・２３日（月・祝）
２８日（土）・２９日（日）・１０月４日（金）・５日（土）・６日（日）

(一社)全国旅行業協会会員

総合旅行管理者

平日９時～１８時 土曜日９時～１５時
日曜、祝日
FAX ２４時間予約受付中 ‼

向後 利之

成田 U-シティホテル手前＝道の駅発酵の里こうざき（発酵市場：発酵商品の見学とお買い物）
9:00
9:40 ~ 10:00
増田農園（たっぷり試食と園内にて完熟いちじく狩り）＝出島屋（秋の味覚膳：名物大茶碗蒸しと新米堪能）
10:40 ~ 11:20
11:30 ~ 12:10
出島屋船着場～水郷原風景「与田浦 舟めぐり」~「300 万本のコスモス」徒歩５分…十二橋駅
12:15
12:30 ~ 13:20
13:25/13:36
「JR ローカル線」=佐原駅==小江戸さわら散歩：馬場本店（酒蔵見学）＝
13:44
14:00 ~ 16:00
成田 U-シティホテル手前 16:50 頃着
※旅行代金に含まれるもの
入園料・昼食代金・乗船料・JR券・交通諸経費

旅行企画・実施

℡０４７８－７５－２２８６ FAX ０４７８－７５－３６２０

千葉県知事登録旅行業第 2-496 号

総合旅行管理者

向後 利之

℡０４７８－７５－２２８６

Ⓡ

秋の水郷メルヘン街道
水郷の秋 旅ガイド

新名所 銚子のとっぱずれ犬吠埼「テラステラス」&犬吠埼灯台
道の駅くりもと紅小町の郷 ｢名物 ほっかほっか焼き芋｣
プレゼント…参加者全員にヤマサ醤油「卓上しょうゆ」
・道の駅くりもと紅小町の郷「焼き芋」

▲ヤマサ醤油(株)提供

出発日

▲犬吠テラステラス提供

たわわに実る稲穂
黄金色に染まる秋が
水郷におとずれる。
道の駅発酵の里こう
ざきから旅を始める。
紅色に熟したジューシ
ーな完熟いちじくたっ
ぷり試食、お土産のい
ちじく狩り。
秋の味覚たっぷり与田
浦を眺めご昼食。
３００万本のコスモス
まつり会場へ与田浦を
舟でめぐる。
十二橋駅から水郷風景
眺めながら佐原駅へ。
小江戸佐原たっぷり
酒蔵、風情溢れる町並
み散策お楽しみ下さい。

２０２０年2月9日（日）・11日（火・祝）・１５日（土）・１６日（日）・１８日（火）

▲イメージ

２０日（木）・２２日（土）・２３日（日・祝）・２６日（水）・２９日（土）

旅行代金

●

（ 大人・こども共通）

※旅行代金の一部は、千葉県「県内発着バスツアー優待プロモーション事業」の支援を受けています。

ご利用交通機関のご案内

集合場所・出発時間

JR利用のお客様
JR成田駅改札口を出て左へ。
階段を降り、進行方向右側前方に
-シティホテルさんが見えます。

コース

※最少催行人員：２５名

▲近海まぐろ寿司（イメージ）

成田 U-シティホテル手前＝成田 IC=高速道＝佐原香取 IC ＝銚子・ヤマサ醤油工場見学と体験館
9:00 発
11:00 ~ 12:30
銚子港 鮪蔵（銚子港で水揚げされた新鮮な 近海まぐろ寿司８貫を）
12:40 ~ 13:30
銚子のとっぱずれ犬吠埼 新名所テラステラス（ご自由にショッピングとティタイム）
13:40 ~ 14:40 ※とっぱずれとは、いちばんはずれ又は、ずっと端の方と言う意味です。
旭市＝道の駅くりもと紅小町の郷（名物 ほっかほっか焼き芋まるごと１本プレゼント）
成田 U-シティホテル手前 17:00 頃着
※ヤマサ醤油工場見学は、平日出発日のみ工場見学としょうゆ味わい体験館。
土、日曜日、祭日は、しょうゆ味わい体験館のみの見学となります。

※旅行代金に含まれるもの

旅行企画・実施

昼食代金・交通諸経費

千葉県知事登録旅行業第 2-496 号

総合旅行管理者

向後 利之

℡０４７８－７５－２２８６

京成利用のお客様
JR成田駅に向かいます。JR成田
駅改札口を左に見て階段を降りま
す。進行方向右側前方にU-シテ
ホテルさんが見えます。

お車利用のお客様
U-シティホテル周辺に有料駐車
●利用バス会社 （株）成田セントラル観光・東関交通（株）いずれかで運行します。
●バスの座席について
・原則として指定席です。申込順（ご旅行代金、お支払い順）に、全席より配席させていただき
ます。但し、健康上の問題がある方は、お申込時にご相談ください。
・お客様からの座席指定は、お受けできません。
・お一人様での参加の方や、奇数グループの方は相席となる場合もございます。
・人数の追加や、ご出発日の変更の際は、並び席をご用意できない場合もあります。

