
2021年

1月24日(日)/1月31日(日)/2月7日(日)/
2月21日(日)/ 3月14日(日)/3月28日(日)

おひとり様

出発日

協力：デスティニィプランニング

ご出発の7日前まで受付OK

右記よりお申込ください。
締切後はお電話にてお問い合わせください。
但し、定員になり次第締切となります。

旅行代金

小学生コース

対象：小学１年生～小学６年生
中学生・高校生コース

対象：中学１年生～高校３年生

ツアー中の写真を購入出来ます♪

ツアー中に添乗員が撮影した写真を後日、

写真販売サービスサイトから

閲覧・購入いただけます。

※詳細は別途ご案内いたします。

①１月出発はGo To トラベル事業の支援対象です。但し、Go
Toトラベル事業予算終了後の場合には適用となりません。

②旅行代金からGo To トラベル事業による給付金を差し引いた
金額がお客様のお支払いの実額となります。別途、旅行代金に応
じた地域共通クーポンが付与されます。

③給付金の受領について
国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社および
Go To トラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領（代
理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差
し引いた【お支払い実額】をお支払いいただくことになります。
なお、お取消の場合は、旅行代金を基準として所定の取消料を申
し受けいたします。お客様は、当社およびGo To トラベル事務
局による代理受領についてご了承の上、お申込みください。

1月出発：GoTo トラベル事業支援対象
お支払い実額 9,620円

お申込はこちらから

国立競技場/イメージ

浅草寺/イメージ（浅草寺提供）



日次 行程 食事
09：45受付開始 JTBガイアレック住友池袋駅前ビル9階  

10：00英語レッスン開始

各種プログラムに参加し、英語を楽しもう！！

12：00昼食休憩 (昼食は各自持参)

13：30池袋出発＝（バス）＝14：30浅草・仲見世通り（下車）＝（バス）＝16：20新国立競技場

（下車または車窓）＝（バス）＝17：10都庁展望台（下車）＝（徒歩）＝18：15頃新宿駅到着、解散

各自
持参

参加条件 小学1年生～小学6年生
中学1年生～高校3年生

・接触部分の定期的な消毒や各箇所に消毒液を設置または
添乗員が持ち運びし、手洗いや消毒の頻度を計画的に増やし
ます。
・体調の確認や検温を実施します。
・添乗員・プレイリーダーは検温など体調管理を徹底します。
・バス乗車は「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対
策ガイドライン」に従い、取り組みを実施します。
・新型コロナウイルスに感染したことを理由に取り消しの場
合、特例により取消料をいただきません。

予約操作について：TRIPS-Ⅶ（国内）おとな（男・女）にて
予約をお願いします。こどもでの操作はできません。メッ
セージ欄に全員の名前、年齢、性別を入力してください。

　　　I-Webより「お申込書・同意書」「ご旅行条件書」「新
型コロナウイルス感染症に対する当社のガイドライン」
を出力の上、お客様へ手交してください。「お申込書・同意
書」については、お客様へご記入いただきお申込後10日
以内にご提出ください。（ID:396127）

販売店の方へ

行程表

ご案内とご注意

最少催行人員 各20名

●最少催行人員：各20名（旅行出発日の前日からさかのぼって13日前までに最少催行人員に満たない場合は催行中止となります。）　
●受付最少人員：1名　　
●各集合場所にて受付を行います。（最終日程表をご提示ください。）　
●昼食は各自持参してください。
●交通渋滞により予定通り運行出来ない場合がございます。　
●記載された到着予定時刻は、運行状況により変更となる場合がございます。　
●ご出発の人数により、中型または大型のバスとなる場合がございます。　
●帰着地は集合場所と異なり、集合場所周辺または駅付近となります。　
●現地の都合や天候などにより、スケジュール内容や順序が変更になる場合がございます。　
●プログラム中、お子さまが体調不良を訴えた場合や怪我をした場合は、保護者の方にお迎えをお願いいたします。お迎えにかかる交通費は、
　お客様負担となります。
●小学生コースと中高生コースは参加人数により合同で行う場合がございます。

安全輸送を確保するために、国土交通省は安全コストが適切に反映された貸切バス運賃・料金を定めております。JTBガ
イアレックのバスプランは、国土交通省の定める貸切バス運賃・料金を厳守し、良質な輸送を提供するバス事業者を選定
しております。

走行中は必ずシートベルトの
着用をお願いします。

貸切バス会社名：【富士急行観光株式会社、株式会社フジエクスプレス、ケイエム観光バス株式会社、株式会社はとバス、東京ヤサカ観光バス株式会社、国際興業株式会社、株式会社
平成エンタープライズ、有限会社アモーレ交通、東京バス株式会社、東都観光バス株式会社、株式会社中央観光、東京リムジン株式会社、東京パッセンジャー株式会社のいずれか】

旅行代金 おひとり様

（旅行代金に含まれるもの）
プログラム参加費、添乗員同行費用、消費税等諸税、往復の
バス代が含まれます。

●14,800円

集合場所 ＪＴＢガイアレック東京本社会議室

＊集合時間などの詳細は最終日程表にてご案内します。
＊ご自宅または前泊地または各地～集合場所までの移動は
    各自負担となります。（交通費はお客様負担）。

手交品

１

添乗員 日本人添乗員が同行します。

新型コロナウイルス感染対策について

プランコード：小学生コース （6AE0003-0）
　　　　　　　中学生・高校生コース（6AE0004-0）

〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル9階
アクセスはQRコードよりご確認ください⇒

一 般 社 団 法 人

〈受託販売〉

※当パンフレットのイメージPHOTOは実際の旅行地と異なる場合がございます。※当パンフレットの一部及び全部の複製使用を禁す。

お申し込みの方へのご案内（お申し込みいただく前に、このパンフレットの内容と旅行条件について必ずお読みください。）
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

総合（国内）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に関する責任者です。
この旅行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては、当社より特にご連絡の無い場合は本パンフレット記載内容をもって替えさせて頂きます。

お問い合わせ・お申し込みは下記の販売店をご利用ください。

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名
なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条
件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者によ

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

り当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異
なります。）

（１）本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の
支払又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。

（２）申し込みに際し、「会員番号（クレジットカード番号）」、「カード有効期限」等
を当社に通知していただきます。

（３）通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様
に到達したときに成立するものとします。

（４）当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームペー
ジ・パンフレット等に記載する金額の旅行代金」又は「旅行条件に定める取消料」の支
払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。

● 国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事
故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。こ
れらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧め
します。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

● 募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTBガイアレック（東京都豊島区東池袋１－１０－１住友池袋駅前ビル9階
観光庁長官登録旅行業第712号。以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、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「旅行契約」といいます。）を締結
することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、

● 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の
場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカ
ード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、違約料、追加諸費用などをお支

● 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、食事代、プログ
ラム参加費、添乗員経費及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用され
なくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的
費用は含みません。）
● 添乗員等

● 特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款
別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、
身体または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払
います。

● お客様の責任（抜粋）
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するた
め、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地におい
て速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込

● 旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。

旅行のお申し込みは保護者となり、お申込時には保護者の本人確認が必要です。（保険証
の扶養家族欄と免許書等をご提示ください。）お申込金は、旅行代金お支払いの際差し
引かせていただきます。

（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨
通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。

（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（４）お申込金（おひとり）

旅行代金
3万円未満
6万円未満
10万円未満

お申込金
6,000円
12,000円
20,000円

旅行代金
15万円未満
15万円以上

お申込金
30,000円
代金の20％

● 取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
（１）取消料の金額は、契約書面に明示します。
（２）本表の適用に当たって「旅行開始後」とは別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サー

ビスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

　1）21日目にあたる日以前の解除
　   （日帰り旅行にあっては11日目）

　4）旅行開始日の前日の解除

　6）旅行開始後の解除または無連絡不参加

　3）7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）

　2）20日目にあたる日以降の解除
　   （日帰り旅行にあっては10日目）
　   （3～6を除く）

契約解除の日
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％

旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

　5）当日の解除（6を除く）

取消料（お１人様）

※お客様のご都合による出発日の変更、運行・宿泊機関等行程中の一部変更についても、全
体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
＊オプショナルプラン及び航空等割増代金についても、出発日を基準として上記取消料を適用いたします。

TEL:03-3988-2412
 F A X : 0 3 - 3 9 8 8 - 2 3 4 6
営業時間／月曜～土曜　10：00～18：30
休業日／日祝　12/30～1/3

● 個人情報の取扱
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、
お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行に
おいて運送・宿泊機関・保険会社等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受
領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社及び販売店で
は、①当社及び当社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ご提供のお願い 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。

● 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2020年11月1日を基準としています。また、旅行代金は2020年11月1日現
在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

● 当社の責任
（１）当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故

意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたしま
す。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限りま
す。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が
支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。

（２）手荷物について生じた本項（1）の損害につきましては、本項（1）のお客様からの損害通知期
間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった
場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人
あたり最高15万円まで（当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。）といたします。

（1）全行程に添乗員が同行します。添乗員の行うサービス内容は、原則として契約書面に定めら
れた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は、日程の円滑な実施と
安全のため添乗員の指示に従っていただきます。また、添乗員の指示に従わない場合は、当
社は旅行契約を解除することがあります。添乗員の業務は、原則として8時から20時までとし
ます。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきま
す。

（2）添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によって
旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び
必要な手続きはお客様自身で行っていただきます。

外国人講師同行
英語で巡る都内日帰りバスツアー

出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約
の部によります。

払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様
の承諾日といたします。

・ 死亡補償金：１５００万円　・ 入院見舞金：２～２０万円　・ 通院見舞金：１～５万円
・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（ただし、補償対象品１個又は1対あたり１０万円を限度とし
ます。）

店に申し出なければなりません。

（５）契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解
除の申し出のあった日の翌日から起算して７日以内（減額又は旅行開始後の解除の場合
は、３０日以内）をカード利用日として払戻します。

（６）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場
合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払
いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は取消料と同額の違約料
を申し受けます。

住友池袋駅前ビル 9階
東池袋１－１０－１

〒170-0013


