
9/23（土）
  1泊2日

 辰野町 横川渓谷原生林
トレッキングモニターツアー 2日間

団 体 専 用 列 車

ご出発の14日前までお申込み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。

3371189
エスコート・フルセット
コースコード

信州DC
旅行代金は基本代金に各種差額代金を加算した金額となります。
旅行代金には諸税・サービス料が含まれています。

中央本線中央本線
出発
限定

21,300円～24,200円21,300円～24,200円21,300円～24,200円21,300円～24,200円
■JRセットプラン/往路 団体専用列車（新宿～松本間）・復路 中央本線（塩尻～新宿間）、普通車指定席利用　松本丸の内ホテル1泊2日の場合

信州
DC

■最少催行人員：10名様 ■添乗員は同行いたしませんが、２日目は現地係員が対応いたします。■利用バス会社：エヌ・ケー・
ビー ■日程表記載の時刻は2017年8月現在の予定です。必ず最終日程表でご確認ください。

食事条件：□朝 朝食・□昼 昼食・□弁 弁当・□夕 夕食
月日

松本駅
（13：23着）1 9/23

（土）

2 9/24
（日）

普通車指定席

団体専用列車（昼食・お弁当をご用意） 車内イベントをお楽しみ下さい。 ー
弁
－

朝
弁
ー

スケジュール
食事

松本駅
（8：45頃発）

JR バス

普通車指定席

あずさ30号 （八王子駅・立川駅）新宿駅
 （19：34着） （19：42着） （20:07着）

新宿駅
（9:24発）

立川駅
（9:50発）

・ 八王子駅
（9:59発）

朝食
IN OUT

客室

交通
幼児

15：00　　　11：00
宴会場（和洋バイキング）
※セットメニューとなる場合があります。
洋室シングルバス・トイレ付（18㎡/1名）
洋室ツインバス・トイレ付（21㎡/２名）
JR松本駅 お城口より徒歩約12分
0～2才無料

松本丸の内ホテル

※1・・・乗車駅・降車駅共に新宿駅・立川駅・八王子駅よりお選びいただけます。乗降駅差額はございません。

貸切列車で行く 5つのお楽しみ付ツアー貸切列車で行く 5つのお楽しみ付ツアー

◆ 貸切臨時列車車内でのお楽しみ（5つのお楽しみ付）
◆ 新日本歩く道推進機構選定の1000の道に認定されたコースでの　
　 トレッキングをお楽しみいただきます。
◆ トレッキングにはネイチャーガイドが同行し、コースのご案内をいたします。
◆ トレッキング後は辰野町にあるかやぶき館での入浴・休憩の時間を
　 ご用意しております。

裏面参照

3371189-107
コース
コード

販売店 乗降車駅
必須選択

手14（B券）エスコートコース
オススメポイント

日程表

出発日 添乗員同行プラン9月23日(土)限定
2名1室

21,300円
21,500円

1名1室

24,200円
22,600円

旅
行
代
金

（
お
ひ
と
り
様
）

松本丸の内ホテル
ホテルモルシャン

辰野町 横川渓谷原生林トレッキング
（蛇石～三級の滝 往復）

（240分）

かやぶきの館
（入浴・アンケート）

（45分）

★印赤文字は入場観光　※印青文字は下車観光

※1

又は

15：00　　　10：00
レストラン（軽洋食バイキング）
洋室シングルバス・トイレ付（16㎡/1名）
洋室ツインバス・トレイ付（24㎡/2名）
JR松本駅お城口（東口）から徒歩約2分
0～5才無料

ホテルモルシャン
ご宿泊 ま  つ も と   ま る　　　  う ち

三級の滝（H）三級の滝（H）

松本駅着後、自由行動 ～ 各自ホテルへ

・　・　・　・　・　・　・ 塩尻駅
（17：27発）

横川渓谷（H）横川渓谷（H）

▲中央アルプス最北端、経ヶ岳を源とする全長
18kmの横川渓谷は、澄んだ清流と、一年を通じ
て訪れる人に自然の息吹を感じさせてくれるス
ポットです。
◀横川渓谷の原生林の中で50mの高さを三段
に折れ曲がり落下する壮大な滝で、非常に多い
水量がしぶきをあげています。
四季折々の景観は訪れた人に感動を与えます。

※1

朝食
IN OUT

客室

交通
幼児



●いずれも、旅行代金には「サービス料・消費税等諸税」が含まれています。
●添乗員は同行いたしませんが、2日目は現地係員が対応いたします。
●最少催行人員：10名様
●ご出発の21日前（21日前が土・日・祝日の場合は、その前の平日）の時点でお申込
みが最少催行人員未満の場合は、催行を中止します。

●お申込み最終締切・・・ご出発の14日前まで予約を受付けます。ただし、該当の日が
土・日・祝日の場合はその前の平日が最終締切となります。

●定員になり次第締め切りさせて頂く場合があります。
●お部屋…お申込みのグループごとにお部屋をご用意いたします。1室ご利用人数
は各コース毎に異なります。
●同一グループは同一プラン・同一メニューにてお申し込みください。
　（一部人数でのプランの変更はできません。）
　＊一部人数でのプラン変更が可能な場合はその旨明記しています。
●本商品で設定している宿泊施設は「洗面具」「寝間着」「タオル」が常備されています。
●施設側の都合等により出発の21日前以前であってもやむなくツアー中止をさせ
て頂く場合があります。
●集合時刻および場所・・・ご旅行出発前にお渡しする日程表（確定書面）でご確認くだ
さい。原則としてJR利用の場合は30分前となります。
●「JR券について」特別割引による乗車券・特急券類を使用しています。そのため指
定した列車に乗り遅れた場合はお渡ししたJR券は無効となり払い戻しはできませ
ん。改めて、乗車券、特急券をお買い求めいただきます。

●JR・バスでの座席は当社にて指定させていただきます。
　また、同一グループのお客様でも席が離れることがあります。あらかじめご了承く
ださい。

●本パンフレットに掲載している写真について
 ･料理写真は一例で、時期やお申込み人数により盛り付けが変更となることがあります。
 ･お風呂写真では女性モデルを使用しているものでも、男性浴場である場合があります。
 ･お部屋写真は一例であり、実際とは異なる場合があります。
●各ページの料理写真の内容や器は、変更となる場合があります。
●道路交通法に伴う弊社安全基準により幼児小学生未満もバス座席を確保しての
参加を義務付けさせていただいております。それに伴い、幼児料金の扱いが以
下の通り変更となります。
※JR・バス座席を確保して有料で参加の幼児の場合、ツアー中の座席以外（食事・
宿泊など）の提供はございません。
※幼児で旅行中の食事など、すべてのサービスの提供を希望される方は「こども代
金」にてお申し込みください。
※2才までの乳児は、基本的に保護者との相席となります。バス座席使用を希望さ
れる場合は「幼児代金」にてお申し込みください。
●旅行代金に含まれるものについて
　旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金・宿泊費・食事代及び消費税等諸税。こ
れらの費用はお客様のご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。）

̶
 

必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い ̶

共
通
の
ご
案
内 ●スケジュール表内に表示されている記号は次の通りです

※天候や交通事情、運送機関の遅れにより行程が一部、短縮、変更、削除
　される場合があります。

食事条件：　　朝食　　  昼食　　  夕食　　 食事なし朝 夕 －昼

マークのご案内

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措
置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性の
ある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

JR バス又はタクシー

赤東17-0560
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 い 風 船 東 日 本 事 業 部
〒131-8565 東京都墨田区堤通1-19-9 
リバーサイド隅田セントラルタワー6階

  ……徒歩、または旅行代金に含まれていない部分 　

１.募集型企画旅行契約
（１）赤い風船・（ＷＥＮＳ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。お申込金は旅行
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。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付
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）

（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、お申込みを承諾する通知を発した時に
成立します。ただし、ｅ-mail等の電子承諾通知による方法により通知する
場合は、その通知がお客様に到着したときに成立するものとします。
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。

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（取り消し料）
（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。（2017年12/30・31、2018年1/1、4/28・29、5/3～5は、ご宿
泊のみの場合でも下記の取消料が適用されます。）

（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。

（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

※ただし、2017年12/30・31、2018年1/1、4/28・29、5/3～5にご宿泊の場
合は、（１）の取消料が適用となります。
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
（http://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2017年8月１日を基準としています。また旅行代金は
2017年8月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

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。赤い風船旅行条件書 17.7月改定

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
100％1～14名 50％ 20％ 無料
100％15～30名 50％ 20％ 無料
100％31名以上 50％ 30％ 10％

旅行代金
お申込金

20,000円未満
5,000円以上

20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

50,000円以上100,000円未満
20,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上

旅行契約の解除期日 取消料
右記日帰り旅行以外 日帰り旅行

無料
旅行代金の20％
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％

無料
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
①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加
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● 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：確定列車名を確認の上、時刻表で発着時刻を確認後
　お渡し願います。

日
程
表

日本旅行・日旅サービス・日旅OMC
提携販売店様
トラベルリンク店設置定型販売店様

イントラ

対応支店より送付

日本旅行・日旅サービス・日旅OMC
提携販売店様
トラベルリンク店設置定型販売店様

販売店へ送付

対応支店より送付

J
R
券

株式会社 日本旅行　松本支店 
〒390-0811
長野県松本市中央２－６－１ リーガル松本ビル１階
 TEL：0263-34-5555
FAX：0263-35-3925

営業時間：月～金 /10：00～ 17：00（土日祝休業） 

貸切臨時列車車内での
「御柱祭」で歌われる「木遣り唄」と触れあえます！1

お楽しみ抽選会！5

1日目の昼食は、信州デスティネーションキャンペーン
特製弁当をご賞味！4

信州産おもてなしセット（おつまみ＋お飲み物）をご用意！3

「ミス・ワイン」よりワインの魅力をご案内！2

 諏訪御柱木遣り歌
天下の奇祭「御柱祭」は、大規模なまつり内容、豪快な行事の数々で知られます。そのまつりに欠かせ
ない唄として、諏訪の人々に歌われてきたのが、この「木遣り唄」です。御柱祭りで歌われる木遣りとは、
木を曳くときに威勢よく歌われ、曳き手の気持ちを統一するような役割を果たしてきました。

Miss Wineの使命は、
多くの人にワインの魅力を伝え、

文化・産業振興そして地域活性化に
貢献します。

ミス・ワインとは2

4

1

※有料のお客様が対象となります。
   お座席の番号にて抽選します ©「一般社団法人 ミス・ワイン」©「一般社団法人 ミス・ワイン」

※①～⑤は旅行代金に含まれます※①～⑤は旅行代金に含まれます

下諏訪町木遣保存会
（下諏訪観光協会）
下諏訪町木遣保存会
（下諏訪観光協会）

イメージ（AK）イメージ（AK）

辰野町
モニターツアー団 体 専 用 列 車


