6月24日 催行決定！ 公認案内人
日帰り
善光寺御開帳
と
新宿
発着 信州ワイン付 精進料理
七年に一度の盛儀

（金）

と行く！

2022. 6/24 出発

たっぷり

210分
滞在
※昼食時間を含む

七年に一度の盛儀

善光寺前立本尊御開帳
◆令和4年4月3日（日）〜6月29日（水）

七年に一度、絶対秘仏である本尊の御身代わり
「前立本尊」
（鎌倉
時代・重要文化財）
を本堂にお迎えして行う「善光寺前立本尊御開
帳」。新型コロナウイルスの影響でご開帳が1年延期となり、今回
は、密を避けた分散参拝を促すため期間を約1ヶ月延長し、4月3日
から6月29日までの88日間となります。

出発日 令和4年

6月24日 催行決定！
（金）

8,800

◆ 旅行代金

お1人様（おとな・こども）

円

幼児

4,800 円

ツアーのポイント

❶ 七年に一度しか見られない、善光寺前立本尊の御開帳をたっぷり満喫！

❷ 善光寺ご参拝は公認案内人

の説明付でご案内！

昼食

昼食処

❸ 善光寺宿坊「淵之坊」にて

信州ワイン付精進料理の

善光寺Ⓒ

行程

バス

（7：30発）
新宿駅西口（工学院大学前）
ぜ ん こうじさ ん ぱ い

昼
徒歩 食事条件：ご昼食▢

食事

ぜんこうじしゅくぼうふちのぼう

善光寺宿坊淵之坊（昼食）

（210分）※2
善光寺参拝※1（ 公認案内人 の説明付にてご案内）
長沼農産物直売所
（60分）
「アグリながぬま」

／
▢

ご昼食を堪能

❹ 長沼農産物直売所
「アグリながぬま」に立ち寄り

10名様限定！1名掛利用をご希望の場合は2,000円増で利用可

昼
▢

企画担当者からの一言

精進料理というと日本の伝統食というイメージで、あまり親近感が湧きませんが、健康食として人気
で美味しく期待を裏切られます！ また、公認案内人付の為、善光寺の魅力を最大限に引き出してくれ
ます！ 是非、行ってみてはいかがでしょうか？

※1. 内々陣でのご法要をご希望の場合は法要料（参拝料）が必要ですので、当日別途ご購入下さい。
※2. 昼食と善光寺参拝で210分となります。 ※いずれも、旅行代金には「サービス料・消費税等諸税」が含まれます。

3321044-314

お申し込みは出発の14日前までOK!!

※取扱はお申込み店舗、利用プラン・
施設により異なります。

〈コースコードのご案内〉1名掛利用ご希望の際は
日程表
素材グループ 003で必須選択をお願いします。
● 日程表について ：日程表の対応は下記の通りとなります。
●お渡しの際のご注意：確定バス会社名を確認後お渡し願います。
日本旅行・日本旅行リテイリング
イントラ
日程表
対応支店より送付
提携販売店様

販売店の方へ

コースコード

淵之坊 外観

❺ 先着

／
（20：00〜21：00着予定） ▢
新宿駅西口（工学院大学前）

エスコート

精進料理イメージ

関東エリア発 akaaka 〜赤い風船TRIP〜

akaakaとはハワイ語で「笑う」という意味があり、“一人一人の旅の
空間を笑顔で明るくしたい”という想いから、名付けました。

● 詳細は下記URL又はバーコードリーダーよりご覧ください。

https://www.nta.co.jp/akafu/east/

当社では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウイルス対応ガイドライン」
に基づき適切な衛生管理と感染防止に努めております。
また、当パンフレット掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業種によるガイドラインに準じた機関・施設を利用しています。
バス旅共通のご案内
１）当社企画実施のバス利用のツアーについて…道路交通法改定に伴う当社安全基準の見直しにより
幼児
（３〜６歳小学生未満）
もバスの座席を確保しての参加を義務付けさせていただいています。そ
れに伴い幼児料金の取扱が下記のとおりとなります。
・バス座席を確保して有料で参加の幼児の場合、
ツアー中のバス座席以外
（食事・宿泊・
ＪＲ座席など）
の提供はございません。
・２歳までの乳児は、基本的に保護者との相席
（ひざの上）
となります。バス座席を希望される場合は
「幼児代金」
にてお申込みください。
※旅行中の食事など、全てのサービス提供を希望される方は
「こども代金」
にてお申込みください。
2）ご参加にあたり、ワクチン2回以上の接種又は直近のPCR検査での陰性証明を条件とさせていただきます。
3）天候や道路状況によりコースおよび見学・到着時間が変更する場合がございます。必ず最終日程表にてご確認ください。
4）車内は禁煙とさせていただきます。
5）バスの座席は、当日ご案内いたします。席のご希望はお受けしておりません。但し、プラス料金にて
1名掛利用のご希望は承っております。
6）奇数名のご参加の場合は他のお客様と相席になる場合がございます。
7）人数によっては中型バスになる場合もございます。
「サービス料・消費税等諸税」
が含まれます。
8）いずれも、旅行代金には
9）■ 最少催行人員…20名様となります。 ■ 添乗員…出発地〜解散地まで同行いたします。
■ バスガイド…同行いたしません。
（当該日が土・日・祝日の場合は、その前の平日）
時点でお申し
10）催行中止について…ご出発の14日前
込みが20名様未満の場合は、設定を中止させていただきます。また、ご出発の15日以前であって
もやむなくツアーを中止させていただく場合がございます。
11）■ 利用バス会社…東京バス株式会社又は同等クラス

赤い風船旅行条件書

ご旅行に際してのお願い

マスクの着用とご旅行
当日の検温の実施を
ご協力ください。

こまめな手洗いと
手指の消毒を行って
ください。

お客様同士の
間隔の確保を
心がけてください。

○ご出発前にご利用施設のホームページ等をご参照いただくとともに、
ご不明な点はお問い合わせください。
○ご旅行中は、本人確認書類を携帯ください。
○ご出発に際して感染症が疑われる症状や発熱がある場合はご旅行をご遠慮いただくことがあります。また、ご旅行中に同様な
事象がありました場合は最寄り保健所へ相談させていただく場合もございます。その際はお申し込み窓口へご連絡ください。
○国土交通省により発表された新しい旅のエチケットについてもご一読いただきますようお願いいたします。
○ご旅行帰着後２週間以内に新型コロナウィルスと診断された場合には、速やかに当社お申し込み窓口までご連絡ください。ご連絡内容につい
ては当社の把握する接触者への注意喚起に使用させていただきますが、お客様の個人情報については適切に取扱いさせていただきます。

この書面は、旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。

１.募集型企画旅行契約
（１）赤い風船は（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行で
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を締結することになります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件
のほか、
ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする
最終旅行日程表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。
２．
旅行のお申し込みと契約の成立
（１）
申込書に所定事項をご記入のうえ、
お一人様につき下記の申込金ま
たは旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。
申込金は旅行代
金、
取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
ファクシミリ、
インターネットその他の通信手段によるお申し
（２）電話、郵便、
込みを受け付けます。
この場合予約の時点で契約は成立しておらず、
当社
から予約の旨を通知した後、予約のお申し込みの翌日から起算して3日以
内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内に申込書と申込
金を提出されない場合は、
お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（３）
申込金
（お一人様につき）

旅行代金 20,000円未満 20,000円以上50,000円未満 50,000円以上100,000円未満 100,000円以上
申込金 5,000円以上 10,000円以上 20,000円以上 旅行代金の20％以上

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに成立したものとします。
（５）通信契約による旅行契約は、
当社らがお申し込みを承諾する通知を
発し、
当該通知がお客様に到達した時に成立します。
３．
旅行代金のお支払い
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14日前にあた
る日より前にお支払いいただきます。

各施設が取組んでいる
感染予防取組みにご協力
ください。※アンケートなど

４．
旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合
、
当社は旅行の催行を中止する場合があります。
この場合、旅行開始日の前
日から起算してさかのぼって13日前に当たる日
（日帰り旅行は３日前）
より前に
連絡させていただき、
お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
５．
旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１）
パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、
入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
６．
お客様からの旅行契約の解除
（取消料）
（１）
お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）
をお支払いいただ
いて、旅行契約の解除をすることができます。
この場合、既に収受している旅行
代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申
込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
（2022年
4/29〜5/4は、
ご宿泊のみの場合でも下記の取消料が適用されます。）
旅行契約の解除期日
取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
右記日帰り旅行以外
日帰り旅行
①21日目に当たる日以前の解除
無料
無料
②20日目に当たる日以降の解除（③〜⑦を除く） 旅行代金の20％
無料
③10日目に当たる日以降の解除（④〜⑦を除く） 旅行代金の20％ 旅行代金の20％
④7日目に当たる日以降の解除（⑤〜⑦を除く） 旅行代金の30％ 旅行代金の30％
旅行代金の40％ 旅行代金の40％
⑤旅行開始日前日の解除
旅行代金の50％ 旅行代金の50％
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
旅行代金の100％ 旅行代金の100％
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

（２）
なお、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
お申し出いただいた日とします。

22.4月改定

（３）
お客様のご都合で出発日、
コース、宿泊ホテル、人数等を変更される
場合、
旅行費用全額に対して取消料が適用されます。
（４）
宿泊のみご予約になった場合
旅行開始後の解除

または無連絡不参加 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前〜20日前
1〜14名
100％
50％
20％
無料
15〜30名
100％
50％
20％
無料
31名以上
100％
50％
30％
10％
（1）の取消料が適用となります。
※ただし、2022年4/29〜5/4にご宿泊の場合は、

７．
個人情報の取り扱いについて

（1）株式会社日本旅行（以下「当社」
といいます）及び下記「販売店」欄記
載の受託旅行業者は
（以下「販売店」
といいます。）
ご提供いただいた個人
情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊
機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当
社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続の
ため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーン情
報の提供、
旅行に関する情報提供のため、
に利用させていただきます。
（2）上記②、③の目的を達成するため、
お客様の氏名、住所、電話番号、
搭乗便名等を輸送・宿泊機関、
土産物店に提供する事があります。
（3）
当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち
、氏名、住所、電話番号、
メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、
キャンペ
ーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。なお当社グループ
会社の名称は当社のホームページ
（https://www.nta.co.jp/）
をご参照下さい。

8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準

この旅行条件は2022年4月１日を基準としています。
また旅行代金は2022
年4月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

〈受託販売〉●赤い風船のお問合わせ・お申込みは下記へ。

旅行企画・実施

国 内 旅 行 事 業 部
〒103-8266 東京都中央区日本橋1-19-1
日本橋ダイヤビルディング11階
観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）での取引きに関する
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
上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

赤東 22-0527

