ツール・ド・ちば2017宿泊のご案内

宿泊を希望される参加者は大会エントリー申し込みとは別に、宿泊申し込みが必要となります。ご注意下さい。
お申し込みは、FAX または郵送で受付いたします。右頁の｢ツール・ド・ちば 2017 宿泊申込書｣にご記入の上、FAX または郵送にて京成トラベルサー
ビス㈱千葉支店までお申し込みください。また、インターネットで申し込みを希望される方は www.keiseitravel.co.jp/tour-de/ にアクセス下さい。

宿泊のお申込先

FAX番号

FAXでお申し込み 043-297-2122 京成トラベルサービス㈱千葉支店
※電話からはお申し込みができません。ご了承下さい。
千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-5-1-110
郵送でお申し込み 〒262-0033
京成トラベルサービス㈱千葉支店
インターネットでお申し込み www.keiseitravel.co.jp/tour-de/
※携帯電話からはお申し込みができません。小学生同行の場合はFAXでお申し込み下さい。ご了承下さい。

大会開催にあたり、宿 泊 施 設を下 記のようにご用 意しております 。
満室になり次 第 締め切りとなります 。早めにお申し込み下さい 。

宿泊プランと施設のご案内
地区

木更津 10月6日（金）泊

※下記代金は１泊朝食付 の代金となります。1名催行
1泊2食付をご希望のお客様は別途夕食代が追加となります。
◆夕食代金＝ホテルA･･･3,000円（小学生以上）

※前夜祭はスポーツエントリーにてお申し込み下さい。

御

地区

宿泊代金（ホテル A） 宿泊代金（ホテル B）
1 名様一室（シングル）
9,000円
2名様一室
14,000円
7,500円
3名様一室
13,000円
4名様以上又は相部屋
12,000円

宿 10月7日（土）泊

富

※下記代金は１泊2食付の代金となります。2名催行
小学生の宿泊代金は、下記の代金の2,000円引きとなります。

宿泊代金（民宿） 宿泊代金（ホテル A 街側のお部屋）宿泊代金（ホテル B・旅館） 宿 泊 施 設
9,000円
8,500円
8,000円

地区

1 名様一室（シングル）
2名様一室
3名様一室
4名様以上又は相部屋

宿 泊 施 設

ホテル A
龍宮城スパホテル三日月
ホテル B
（1 泊朝食のみ）
ロイヤルガーデン木更津
グランパークホテルエクセル木更津

浦 10月8日（日）泊

1 名様一室（シングル）
2名様一室
3名様一室
4名様以上又は相部屋

16,500円
15,500円
14,500円

18,000円
17,000円
16,000円

ホテル A サヤン・テラス
（夕食はフレンチ主体のコース料理）
ホテル B 御宿 海のホテル
旅館 大野荘･旅の宿 浜よし他
民宿 かんろく･まみや他

※下記代金は１泊2食付の代金となります。2名催行
小学生の宿泊代金は、下記の代金の2,000円引きとなります。

宿泊代金（民宿）

宿泊代金（ホテル）

8,500円
8,000円
7,500円

18,000円
17,000円
16,000円

宿 泊 施 設

民宿
共栄荘･きのえ荘･げんぺい 他
ホテル
富浦ロイヤルホテル

個人情報の取扱いについて 当社は、旅行申込みの際にご提出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・信販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。
⑵添乗員が同行するコースの添乗員経費等。

取引条件説明書面(要約) お申込み前に必ずお読みください。 ■旅行代金に含まれないもの

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。また契約内容・条件は、別途お渡しする取引条件説明書面（全文）、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。
■旅行お申し込み方法
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一部又は全部として
取り扱います。
宿泊付旅行
旅 行 代 金
30,000円未満
30,000円以上60,000円未満
60,000円以上90,000円未満
90,000円以上

日帰り旅行
申 込 金
旅 行 代 金
10,000円未満
6,000円
10,000円以上30,000円未満
12,000円
30,000円以上
18,000円
旅行代金の20％

申 込 金
3,000円
6,000円
9,000円

■契約の成立時期
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。
■旅行代金の適用及びお支払期限
⑴特に注釈のない限り、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方はこども代金
となります。ただし、満3歳以上6歳未満の幼児で、運送機関の座席確保及び宿泊施設の食事・寝
具等必要とする場合はこども代金を適用します。
⑵旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満6歳以上の全ての方に当該旅行代金を
適用します。航空機利用の場合、幼児も当該旅行代金を適用します。
⑶旅行代金（申込金を差し引いた残額）は、旅行開姶日の前日から起算してさかのぼって14日前
までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日
前以降にお申込みされた場合は、お申込時に全額お支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
⑴旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限り普通席）、宿泊費、食事代、消費税等
の諸税・サービス料金及び特に明示したその他の費用等。

前項のほかは旅行代金に含まれません。
■契約内容の変更
当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行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（遅延、目的地空港の変更等）その他当
社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得な
いときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由と
の因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあ
ります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
■旅行代金の額の変更
当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度
を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあり
ます。
■お客様の交替
お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この
場合、実費をお支払いいただくことがあります。
■お客様による契約の解除（旅行開始前）
お客様は、いつでも取消料を当社らに支払って契約を解除することができます。
■当社による契約の解除（旅行開始前）
⑴お客様が期日までに旅行代金を支払われないときは、当社はその翌日においてお客様が契約を
解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきま
す。
⑵当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
お客様の人数が旅行パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開
始日の前日から起算してさかのぼって13日前（日帰り旅行については3日前）に当たる日より前
に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の
当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の
安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑶当社は、本項⑵により契約を解除したときは既に収受している旅行代金（又は申込金）の全額を
お客様に払戻します。

■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。
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）
①20日目に当たる日よりも前
②20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで
③10日目に当たる日よりも前
④10日目に当たる日以降8日目に当たる日まで
⑤7日目に当たる日以降前々日に当たる日まで
⑥旅行開始日の前日
⑦旅行開始日の当日
⑧無連絡不参加又は旅行開始後

観光庁長官登録旅行業第 70 号

千葉支店

(一社)日本旅行業協会正会員
旅行業公正取引協議会

No.17-1005

宿泊付旅行
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％

日帰り旅行

無料
旅行代金の20％

■お客様による契約の解除（旅行開始後）
⑴お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客
様の権利放棄とみなし一切の払戻しはいたしません。
⑵お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行
サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支
払うことなく受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において当社
は、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれ
から支払わなければならない費用（当社の責に帰するべき事由によるものでないときに限りま
す）を差し引いた金額をお客様に払戻します。
■当社の責任
⑴当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与
えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を
賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があ
ったときに限り、お客様1名につき15万円を限度（当社に故意又は重大な過失がある場合を除
きます）
として賠償します。
⑵お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公暑の命令
その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項⑴
の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

ツール・ド・ちば2017が自然災害などで中止の場合でも、当社は所定の取消料をいただきます。

旅行企画 実施

取消料

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

■特別補償
⑴当社は、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、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携帯品にかかる損害保証金を
支払います。
⑵本項⑴の損害について当社が前項⑴の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支
払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項⑴の補償金は、当該損害賠償
金とみなします。
■旅程保証
当社は、旅行日程に表左欄に掲げる変更が行われた場合は、当社約款の規程によりその変更内容
に応じて旅行代金に同表右欄に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。
■お客様の責任
⑴お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し
受けます。
⑵お客様は、当社から提供される情報を活用し契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他
契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと
認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者に
その旨を申し出なければなりません。
■旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、
２０１7年６月２４日有効な運賃・規則となります。
■その他
当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）をご希望の方はお申込み窓口の係員・外務員にご請
求ください。なお、当社旅行業約款は「当社ホームページ」http:www.keiseitravel.co.jpからも
ご覧になれます。
当社は、旅行申込みの際にご提出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
連絡や運輸・宿泊機関、保険会社、カード会社等の手配のために利用させていただく他、必要な範
囲内で当該機関に提供いたします。この他、当社らは旅行商品のご案内をお客様へお届けするた
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。
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ・苦情は、
下記の窓口までお申し出ください。
京成トラベルサービス株式会社 総務部 電話：047−460−8266
＊個人情報取扱管理者の氏名は当社ホームページをご参照いただくか、お問い合わせください。
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国内旅行保険をかけられることをおすすめいたします。

お申し込み・お問い合わせは

千葉支店

〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-5-1
（タカソープラザ110）
電
話：043-297-2151
総合旅行業務取扱管理者：金澤
淳
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく各営業所の旅行業務取扱管理者
にご質問下さい。
◎バス車内を禁煙とさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

