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開 催 日

集合・解散場所

募集人員

運行予定バス会社

旅行代金

令不□3年7月 10日 (土 )

長生合同庁舎駐車場 (8時 15分集合・8時30分出発)

茂原駅南□駐車場出□前 (8時30分集合・8時45分出発)

16時 30分～17時30分 帰着予定

★四方懸造の笠森観音 ★横穴群古墳視察

★茂原市内の日本料理 0竹 |りんで昼食

★そば打ち体験 (そばお持ち帰り:旅行代金に含まれます)

★釣ヶ崎海岸 (サづ ィン国際大会会場見学)0稲花酒造見学

県内在住の方1/」 学ヽ生以上対象)等 30名 (最少催行人数20名 )

(大人のみ参力□可・小学生は保護者同伴にて)

オートウィルOHM⊂東京 0茂原観光

大人 0/」 人ヽ  2,500円
※参力□決定後キャンセルをされる場合は裏面記載の取消料が発生しますので御

『承ください。

千葉県マスコットキャラクター

チーバくん

酒造見学

容内

【ツアー行程】(添乗員同行)

長生合同庁舎駐車場集合⇒⇒JR茂原駅 (南□駐車場出□前)集合 ⇒⇒⇒

⇒⇒⇒ 笠森観音 (長南町)⇒⇒⇒ 古墳・横穴群資料館等 (長柄町)⇒⇒⇒

⇒⇒⇒ 竹りん本店 (昼食・茂原市)⇒⇒⇒ そば打ち体験 (長生村)⇒⇒⇒

⇒⇒⇒ 釣ヶ崎海岸 (二宮町・サワ ィン国際大会会場見学)⇒⇒

⇒⇒⇒ 稲花酒造見学 (一宮町)⇒⇒⇒茂原駅⇒⇒⇒合同庁舎

※天候・新型コロナ等の都合により、一部変更、また中止の場合があります。写真はイメージです。



仁霰参カロ申込み方法熙ポ
往復ハガキ、メール、FAXいずれかで、令不□3年 6月 3日 (木 )までの受け付けです。

応募内容

①コース名 ②参力□者全員の氏名、年齢、性別

メールアドレス)③代表者の連絡先(郵便番号・住所0電話番号(ご自宅0携帯)、 FAX番号、

④千葉県内在住・在勤0在学の方のみ申し込みできます。

⑤希望集合場所 (長生合同庁舎または茂原駅南□)

応募者多数の場合は抽選とし、参力日の可否は、返信はがき、メール又はFA×で連絡します。

〈往復はがきの申し込みは6月 3日当日消印有効、FAX・ メールは、6月 3日必着となります〉

※応募者の個人情報は、本事業の連絡のみを利用目的とし、企画者にて適切に管理します。また、

ツアー参力□時の写真を県の広報資料として使用しますので、あらかじめ御了承<ださい。

■ ツアーの申込み及び問い合わせ先 (申込は往復はがき・メール又はFA測こて)

東日観光 (株)干 葉支店

観光庁長宮旅行業第270号 総合旅行業務取扱管理者:大迫慎治

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町995-1
丁EL 043-305-0651  FAX 043-261-4531

メールアドレスic饒‡bttOtomlこ勒‡。道◎む』錮

県民の日長生地域行事についての問い合わせは

企画協力の長生地域振興事務所 地域振興課まで

問い合わせ先 :0475-22‐1711

旅行企画・実施

企画協力

東日観光 (株 )

県民の日長生地域実行委員会 千葉県マスコットキャラクター

チーバくん

ご旅行条件 (要約)お 申込の際には必ず旅行条件書 (全文)をお受け取りいただき、事前にご確認の上お申し込み下さい。
この書面は、旅行業法第12条 の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条 の5の定める契約書面の一部となります。

※取消日とは、お客様が当社の営業日。営業時間に解除する旨を申し出さ
れた日といたします。

●旅行代金に含まれるもの (一部例示 )

旅行日程として表示されたもの。各コースごとに明示した運送機関の運賃 。  ●旅行内容・旅行代金の変更
料金 (注釈の無い限り航空機は普通席 )、 宿泊費、食事代、消費税等の諸税、    天災地変、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与 し得な

●募集型企画旅行契約

(1)こ の旅行は、東日観光船 (以下 「当社」といいます。)が企画 。実施
する旅行です。この旅行に参力且されるお客様は、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。

(2)ご旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、別途お渡 し
するご旅行条件書、パンフレット、最終日程表及び当社の旅行業約款 (募

集型企画旅行契約)によります。

●旅行のお申し込み

当社所定の参力□申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申
し込みください。旅行契約は締結を承諾 し、申込金を受領 したときに成立
します。

・ 旅行代金が 9万円以上 :旅行代金の20%
・ 旅行代金が 9万円未満 :18,000円
:旅行代金が 6万円未満 :12,000円
。旅行代金が 3万円未満 :6,000円

旅客施設使用料 (必要な場合)及び特に明示 したその他の費用。

●前項の他は旅行代金に含まれません (一部例示 )

に定められた行程を円滑に実施するために必要な業務を行います。

●子供とは満 6歳以上、 12歳未満をいいます。

●最少催行人員に満たない時は、旅行の催行を中止する事があります。

東日観光株式会社
観光庁長宮登録旅行業第 270号
〒104-0032東 京都中央区八硼 1-2-8三ッケ東京ビル4F
一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会会員・ボンド保証会員

ご出発の 4日 前までにご連絡いたします。この場合は、当社がお預かりし
ている旅行代金は全額お返 し致 します。

●取消料
お申込の後、お客様のご都合にて旅行を取消される場合には、
おT人様につき次の取消料をいただきます。

取消日(旅行開始日に対して) 取消料 (お=人)

1出発の前日から起算し11日前までの解除

2旅行開始日の10日前から8日 前木での解除 旅行代金の 20%
3旅行開始日のフ日前から2日 前までの解除 旅行代金の 30%
4旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40%
5旅行開始日の当日の解除 旅行代金の 50%
6旅行開始後の解除又は無連絡不参カロの場合 旅行代金の100%

い事由で、また運送機 関の運賃・料金の大幅な改定 により、旅行内容・

旅行代金を変更する場合があります。なお、お客様のお申し出により旅行
内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきます。又、運送・宿泊

いてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払しヽますが、損害、疾病
治療費については補償いたしません。

●当社の責任

(1)当 社は当社又は手配代行の故意または過失によりお客様に損害を与

えたときは、損害を賠償します。

(2)当 社は次に例示する事由では責任を負うものではありません。
・ 天災地変、戦舌し、暴動、運送・宿泊機関の事故・火災、遅延・不通

による旅行内容の変更・短縮又は中止
・ 盗難、自由行動中の事故、疾病などお客様の故意又は過失によつて

生じた損害
。官公署の命令、伝染病、食中毒など

●個人情報の取扱い

(1)当 社は旅行お申し込みの際にご記入いただいたお客様の個人情報 (氏

名、住所、電話番号、メールアドレスなど)についてお客様との FBlの 連絡、
お申込み頂いたご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手
配のための手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。お申し込みいた
だく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただく
ものとします。

(2)当 社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電
話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最
小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用
させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、
お客様のお申込の簡素化、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。なお、
お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓□、お客様の個人デー
タを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行つ
ている当社グループ企業については、東日観光いのホームページ
(http:〃 www tonichi.co.jp)をご参照ください。

●このご旅行条件は、 2021年 4月 7日 を基準としております。

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、オプショ    機関の利用人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員
ナルプラン (別途料金)の代金など。団体行動中の心付け。食事の際の飲    が変更になった時には、旅行代金を変更することがあります。
み物代。

●特別補償
●添乗員                                当社は、当社旅行業約款 (募集型企画旅行契約)の 特別補償により、お    又、旅行代金は2021年 4月 ア日現在有効なものとして公示されている運

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    客様が参力]中 に急激かつ偶然な外来の事故により被られた一定の損害につ    賃・適用規則を基準として算出しています。

|     ヽ   ◎総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取り引きに関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。         |

東日観光株式会社・千葉支店
〒260-0824千葉県千葉市中央区浜野町995-1

電話i番号 :043-305-0651 ファックス :043-261-4531

総合旅行業務取扱管理者 :大迫慎治

営 判 寺間  9:00～ 17:40(体 業日 :土・日曜日 。祝日及び 12/30～ 1/4)

現在短縮営業のため 10:30～ 16:30


