全行程添乗員同行

日本屈指の桜の名所
世界遺産
「吉野山千本桜と
春色の高野山」
観光

TH0090 C-7

食事（朝3・昼3・夕1）

109,800円〜114,800円
2〜4名1室

4/6

4/11、14、18

114,800円

109,800円

●出発日/ 2021年4月

●1名1室追加代金
15,000円

6日（火）
・11日（日）
・14日（水）
・18日（日）

31階天然展望温泉（ワン
ドリンク付き）
もご利用いた
だけます。
きらめく夜景を眺めながら、
ゆったり空に浮かぶような
ひとときを！

女満別空港
1

3日目夕食オプショナル

厳

大阪造幣局桜の

通り抜け（560mの桜道、約120種、約350本の桜）

・・・
【刈萱堂】刈萱童心と石堂丸の悲しい物語

ホテルグランバッハ京都御池セレクト

密

伊丹空港

大阪市内

2019年11月1日オープン！新規ホテルに
3泊目
は 宿泊で大人の京都旅をどうぞ。
ロビーラウ
ホテル

院

※対応が難しい場合は事前にご連絡差し上げます。

❷ツアー移動車両の対応〜
三密回避のため少人数での催行を実施

●貸切バス➡座席間隔を1列空けてご乗車いただきます。
●ジャンボタクシー➡最大乗車人数5名で運行 ※ドライバーを除く

❸車内、
乗務員・添乗員の対応

奈良市内観光（桜の名所奈良公園散策・世界遺産
東大寺南大門・大仏殿・二月堂・三月堂）
宇治市内観光
3 （ソメイヨシノ、シダレザクラの名所 世界遺産 平等院鳳凰堂・
宇治川遊覧船にてお弁当の昼食）
京都市内観光（遅咲きの
京都市内
御室桜の名所 世界遺産仁和寺》

●アルコール消毒液の車内設置
●バス車内の消毒（運行後または運行前に実施）
●乗務員・添乗員のマスク着用
●ツアーに関係するすべての担当者に対し、手洗い・うがいの励行
●出勤・退勤時の健康管理

❹安心安全な施設の利用

●ツアー利用する宿泊・食事・観光施設へ衛生管理状況の
確認を徹底
●食事会場では、可能な限り空席の多いエリアでお席確保に
努めます。
●施設見学時は、三密を避けて間隔を取りながらご見学くだ
さい。

朝
昼
OP

ホテル到着後は、各自京都市内観光をお楽しみください。
地下鉄

ホテル・・・・・京都御所
（南北朝時代から明治維新で東京に移るまで

朝

地下鉄
地下鉄
歴代天皇が過ごした御所を職員のご案内で見学）
・・・・・・ホテル・・・・・・ 各自

4

❺ツアーに参加されるお客様へのお願い

●ツアー集合時の検温にご協力ください。
（37.5度以上のお客様は参加をご遠慮いただきます。
）
●ツアー参加時はマスク着用、
手洗い、
うがい、
咳エチケット
など感染拡大防止のご協力をお願い申し上げます。

各自

高野山・宿坊

宿坊

懐石料理 お1人様 8,000円

ハートフルツアーの新スタイル
❶航空・JR・船舶など〜
可能な限り空席の多いエリアで座席指定

×
弁当

世界遺産の街 奈良＆京都観光

京季節料理 凛月にて
季節の京懐石に舌鼓

ンジでは、
お夜食として京風にゅう麺や
ナイトドリンク＆スナックを無料 提供！

食事

日本屈指の桜の名所 世界遺産「吉野山千本桜と春色の高野山」観光
ホテル
（シロヤマザクラを 朝
世界遺産吉野山の千本桜観光
中心に谷や尾根に3万本が咲き乱れる下千本・中千本 銅の鳥居・
吉水神社・金峯寺・蔵王堂・昼食は柿の葉寿司をお召し上がり
2
昼
ください） 世界遺産高野山めぐり
（大門・威風堂々とした門構え
・・・
【壇上伽藍・根本大塔】
・・・
【金剛峯寺】高野山真言宗の総本山
・・・専門ガイドの案内で弘法大師・空海の御廟所【奥之院】参拝・・・ 夕

ホテル京阪ユニバーサル･タワー

専門ガイドがご案内で
奥之院も見学！

2日目 高野山・宿坊

（乗 継）

桜の通り抜け期間外は、造幣局の見学または大阪城（天守閣・西の丸庭園）へご案内。

3日目 京都市内

2日目は 高野山観光は、

写真協力：宇治市

行 程 青文字は下車観光、
赤文字は下車入場観光となります。

日次

●募集人員/22名様（最少催行人員/12名様）
1日目 大阪市内

1泊目
は 22階以上のお部屋確約！
ホテル

宇治川遊覧船では︑
うな重の
お食事を召し上がりながら︑
京の風情をお楽しみください︒

奈良・高野山・京都 桜の名所めぐり

桜の名所

奈良公園散策

吉野山千本桜と
大阪造幣局桜の通り抜け 4日間
●旅行代金/大人お1人様（2〜4名1室）

壇上伽藍・根本大塔

女満別発着

JR京都駅

リムジンバス（各自）

伊丹空港

（乗 継）

女満別空港

×

交通状況その他の事由により行程を一部変更させていただく場合があります。
■集合/女満別空港1階 カウンター前/8：30 ■解散/女満別空港1階 到着ロビー/19：20頃

注）従来の申込期限が変更となり、お申込期限が出発の21日前までとなっておりますので、
お早めにお申し付けください。
（但し、ツアーの催行が決定済みで、空席・空室がある場合は出
発の7日前まで受付させていただきます。
）
※航空会社が営業していない土・日・祝日を除く。

募集型企画旅行条件説明書をご用意しております。詳しくはカウンタースタッフへお問い合わせください。
この旅行は（株）東北海道トラベル（以下「当社」という）が旅行を企画して実施するものであり、お客様
は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、契約の内容・
条件は、各コースごと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（行程
ご案内）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
1 お申込み・契約成立 1）所定の旅行申込書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。申込金は旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。
（おひとり様）

3万円未満

3万円以上
6万円未満

6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上

お申込金

6,000円

12,000円

20,000円

30,000円

旅行代金の20％

旅行代金

5 取消料等 契約成立後、お客様のご都合により契約を解除される場合、又は所定の期日までに旅行
代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対しておひとりにつき次の料率で取
消料又は取消料と同額の違約料をいただきます。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（一台・一室あたりの）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。
取消日
取消料率

2）当社及び当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他等の通信手
段による契約の予約を受付けます。この場合、お客様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日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。3）契約は当社らが契約の
締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。4）旅行代金は、旅行開始日の14日
前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の13日前以降にお申込された場合は、お
申込時に全額お支払いいただきます。
2 旅行日程・旅行代金 各コースごとに表示しています（旅行代金は、特に注釈のない時は満12歳以
上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表
示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します）。
3 旅行代金に含まれるもの 各コースごとに明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限り航空機
は普通席）、宿泊費、食事代、消費税等諸税、旅客施設使用料（空港により必要な場合）及び特に明示し
たその他の費用等。
オプシ
4 旅行代金に含まれないもの 各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用、
ョナルプラン（別途料金）の代金等。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって d)旅行開始日 e)旅行開始日 f）旅行開始後
又は
前日
当日（fを除く） 無連絡不参加

a)21日前まで b)20日〜8日前 c)7日〜2日前
無料

旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％

旅行代金の
100％

※出発日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も上記取消料の対象となります。ただし、旅行開
始日の9日前以降の変更はできません。※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日を基準として別途適
用されます。ただし、旅行開始後の取消料は100％となります。

6 添乗員 1）添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。お客様が旅行に必要な
クーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っ
ていただきます。なお、現地における当社の連絡先は行程ご案内などに明示します。また、悪天候等
お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領が出来なくなった場合は、当該部分の代替
えサービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。2）添乗員同行と記載されたコー
スには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必
要な業務を行います。
7 通信契約 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社のカード会員（以下「会員」という）よ
り所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電
話、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。
（以上を「通
信契約」といいます）。なお、受託旅行業業者により当該取り扱いができない場合や、取り扱いができ
るカードの種類に制限がある場合があります。

8 旅行条件・旅行代金の基準期日 この旅行条件は、2020年6月1日を基準日としています。また、旅
行代金は、2020年6月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。
9 ご注意 1 ）お客様の都合による航空便の変更・行程変更はできません。2）交通機関の渋滞等、当社
の責に帰すべき事由によらず航空便のお乗り遅れの場合、別途、航空券のご購入が必要となり航空
券引換証の払い戻しもできません。 3）悪天候など、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サー
ビスの受領ができなくなった場合、当該旅行サービスに対して取消料、違約料など支払うべき費用
を差し引いた金額をお客様に払い戻します。ただし、代替えサービスの宿泊費・交通費等は、お客様
のご負担となります。
10 個人情報のお取扱い 1）下記受託販売欄に記載の受託旅行業者など（以下「販売店」という）及び当
社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡のため
に利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供する
サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていた
だきます。※このほか、当社および販売店では1.当社、販売店及びこれらと提携する企業の商品やサ
ービス、キャンペーンのご案内。2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。3.アンケートのお
願い。4.特典サービスの提供。5.統計資料の作成。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。2）当社は、旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため当社の保有するお客様の個
人データをお土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名・搭乗日及び航空便名等
に係わる個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、こ
れらの事業者へ個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込時にお申し出ください。
3）当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等の
お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、
共同して利用させていただくことがあります。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催
し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあり
ます。個人データの管理について責任を有するものの氏名又は名称は、当社ホームページ（http：
//www.higashihokkaido.com）を参照ください。

●受託販売

旅行企画・実施

56-4110
（0153）
Tel.
73-4572

北 見 本 店 Tel.
（0157）

年中無休〈営業時間/AM9：00〜PM9：00〉

R

株式会社 東北海道トラベル［営業企画グループ］

中標津店

年中無休〈営業時間/AM9：00〜PM9：00〉

（一社）日本旅行業協会会員 観光庁長官登録旅行業 第1-1583号
〈総合旅行業務取扱管理者 湯本勝也〉
〒099-2103 北海道北見市端野町3区572の1（東武イーストモール内）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

