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平成２３年１１月３０日

神奈川県ふるさと雇用再生特別基金事業

●歩いて巡る 藤沢七福神と地魚料理

●バスで巡る 南はだの村七福神と鶴亀めぐり＆いちご狩り

七福神めぐりツアー発売

（株）日本旅行(本社：東京都港区､社長：丸尾和明) 横浜支店では今年６月より神奈川県より

神奈川県版観光ツアー企画・開発事業（神奈川県ふるさと雇用再生特別基金事業）の委託を受け

地域資源を活用したその地域ならでは （オンリーワン）の魅力あふれる旅行商品の企画・実施

に取り組んでいます。

その一環として、このたび、平成２４年の正月明けの七福神めぐりツアー,

２プランを１２月１日より販売開始いたします。

詳細は、以下の通りです。

１．歩いて巡る藤沢七福神と地魚料理

  ①特徴

  藤沢の七福神めぐりは平成２４年に第１４回を迎えま

す。約７キロをガイドと共に歩いて巡ります。江ノ島ら

しく海の幸も楽しんでいただけるよう、元祖海苔羊羹

の お土産付き。地魚天ぷらと釜揚げしらすの昼食を

組み込んでいます。

  ②出発日

  平成 24 年 1/13（金）、1/14（土）、1/15（日）、1/19（木）、1/21（土）、1/22（日）、

1/25（水）

  ③旅行代金 お一人様 ３，８００円 （おとな・こども同額、食事料金込）

  ④募集人員 各日 ２０名様（最少催行人員５名様）

２．バスで巡る 南はだの村七福神と鶴亀めぐり＆いちご狩り

①特徴

神奈川県内に七福神巡りをできる箇所は２５か所あり、「南はだの村七福神と鶴亀めぐり」

は秦野市観光協会が中心となり今年の７月２９日（しちふく）に立ち上がりました。福集

め饅頭のお土産と七福神ランチプレートの昼食、うれしい完歩賞としてもれなく七福神

ストラップ付きです。そして農業が盛んな秦野市らしくいちご狩りを組み合わせてお正月

ツアーとして企画いたしました。

＊ 「南はだの村七福神と鶴亀めぐり」は、神奈川県地域連帯型観光資源開発事業です。
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  ②出発日

平成 24年 1/7（土）、1/14（土）、1/15（日）、1/20（金）、1/21（土）、1/29（日）、

2/4（土）

  ③旅行代金 お一人様 ７，２９０円 （おとな・こども同額、食事料金込）

  ④募集人員 各日 ２４名様（最少催行人員１８名様）

＊ 詳細は、パンフレットをご覧ください。

３．申込先

   日本旅行 横浜支店 電話０４５－６４１－９６０４

   月～金 ９：３０～１７：３０ 土・日・祝 休業

   ＊横浜支店以外の日本旅行店舗では、取扱っておりません

以 上



旅行代金

昼食付き

藤沢駅（9：30）～２５分～◎皇大神社（恵比寿）～◎養命寺（布袋尊）～

～◎白旗神社（毘沙門天）～１０分～◎常光寺（福禄寿）～１５分～

◎諏訪神社（大黒天）～５分～◎感応院（寿老人）～藤沢駅ー江ノ電ー

ーー江ノ島～４分～◎瀧口寺（毘沙門天）～５分～地魚料理 清光園

(昼食)～２４分～◎江島神社（弁財天) 解散（15：00～15：30）

出発日
①１月１３日（金） ⑤１月２１日（土）
②１月１４日（土） ⑥１月２２日（日）
③１月１５日（日） ⑦１月２５日（水）
④１月１９日（木）

コース

募集
人員

20名様
最少催行人員5名

旅行代金

昼食付き

大人･子供 同一代金

３，８００円

大人･子供 同一代金

７，２９０円

コース

募集
人員

出発日

24名様 最少催行人員18名

横浜駅（9:00）～秦野中井～○西大竹 嶽神社（子鶴）～○尾尻 八幡神社（親鶴）

～○福寿弁財天～○白笹稲荷神社（寿老人）～○西光寺（毘沙門天）

～ダイニングカフェ絆（昼食）

～○御嶽神社（恵比寿）～○出雲大社相模分詞（大黒天）～○浄圓寺（布袋尊）～

○太岳院（福禄寿・亀）～◎いちご狩り～秦野中井～横浜駅（17：00～17：30）

①１月０７日（土） ⑤１月２１日（土）
②１月１４日（土） ⑥１月２９日（日）
③１月１５日（日） ⑦２月０４日（土）
④１月２０日（金） しちふく料金

・２０１１年７月２９日に新しくできた秦野七福神と鶴亀スポットを
ボランティアガイドの案内でバスと徒歩で回ります。

・色紙に御朱印を集め完歩賞として七福神ストラップをゲット
・昼食は「ダイニングカフェ 絆」にて地元産の食材を利用した

七福神ランチプレート
・いちご狩り（３０分食べ放題）・冬野菜のお土産付き
・福集め饅頭のお土産付き
○歩きやすい履きなれた靴でご参加ください

集合場所 ・ 集合時間

お一人様参加歓迎！

集合場所 ・ 集合時間

歩く距離 約７㎞

・ボランティアガイドと七福神を一緒に歩き、記念
品のオリジナル色紙、開運手拭をゲット

・のりおりくん（江ノ電一日乗り放題きっぷ）付き
・江ノ島名物 元祖海苔羊羹のお土産付き
・昼食は地魚料理 ｢清光園｣にて地魚天ぷら、釜揚げしらす
◎歩きやすい履きなれた靴でご参加ください

協力：神奈川県地域連帯型観光資源開発支援事業

さんぱい料金

コース

川崎駅前（8：00）～（鶴見・・戸塚）～（戸塚・・平塚）～（平塚・・小田原）～

箱根山中（小田原・・芦ノ湖）～◎箱根駅伝ミュージアム（見学）

箱根ホテル（ランチブッフェ）～◎ホテルむさしや（入浴）～

○鈴廣（買い物）～横浜駅（17：30～18：00）

集合場所 ・ 集合時間 川崎駅前 ７：４５

募集
人員

出発日

旅行代金

昼食付き

40名様 最少催行人員20名

１２月２５日（日）

大人 ７，０００円
子供 6，０００円
（昼食付き）

第一回大会から現在に至るまでの歴史や
大会記録、また歴史に残るヒーローや監
督に関する展示など、一度は見てみたい
内容が盛りだくさん。お土産も充実。

箱根駅伝ミュージアム：イメージ

・小田原からの箱根の山中にて箱根駅伝ミュージアム副館
長が乗車、いろいろなエピソードを熱く語ってくれます。

・箱根ホテルで富士屋ホテルの伝統の味をモダンにアレン
ジしたお料理の数々をブッフェスタイルで気軽にお楽しみ
いただけます。

・箱根駅伝ミュージアムにて来年の出場校のグッズの買い
物ができます。

・常連校が常宿としている「ホテル むさしや」にて入浴、
駅伝舞台裏を語ってもらいます。 ホテルむさしや：イメージ

添乗員 同行しません

添乗員 同行します

添乗員 同行します



（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）お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合は、旅行代金全額に対して
取消料が適用されます。

●特別補償

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・身体または手荷物に被った
一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行

品にかかる損害補償金を支払います。

『 国内旅行傷害保険加入のおすすめ 』

安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で保険をおかけになることをおす

すめいたします。
●旅程保証

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別
表第二左側）に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支払
います。 尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以
上の物品・サービスの提供をすることがあります。

●個人情報の取扱い

（１）当社らは、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きのため、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きのため、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、⑥旅行参加後のご意見やご
感想のお願いのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成の

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、週初、電話番
号、パスポート番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官に書類又は、電
子データにより、提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される
場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の１０日前までにお申し出ください。
（注：１０日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出ください）（３）当社及び当社グループ各社
はお客様より書面によってご提供を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。
共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお、当社グ
ループ会社の名称及び各会社における個人情報保護管理責任者氏名については、当社ホームページ
（ｈｔｔｐ：//www.nta.co.jp）をご参照ください。（４）当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。

（５）お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができ
ます。問いあわせ窓口は訂正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。（６）一部の任意
記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目な関連するサービスについては、適切に提供でき
ないことがあります。

個人情報保護管理官（お客様相談室長） 問い合わせ先窓口：本社お客様相談室

電話：０３-３５７２-８１８３ ＦＡＸ：０３-３５７２-８７３３ E-Mail：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間：平日 ０９：３０～１７：３０

●旅行条件の基準

この旅行条件は2011年１１月０８日を基準としています。また、旅行代金は、

2011年１１月０８日現在有効な運賃・規則を基準としています。

１、募集型企画旅行契約

（１）当パンフレット記載の国内旅行は、㈱日本旅行 横浜支店 （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、お申込み方法と契約の成立

（１）当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、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込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部

又は全部として取り扱います。

（２）電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受付ます。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、

お申込みはなかったものとして取り扱います。

（３）申込金

（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時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時に成立するも
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、旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって１３日目（※日帰
り旅行は３日前）に当たる日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日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等の諸税及び、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、空港施設使用料等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれ

ません。

６、取消料

お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消
日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。

７、当社の免責事項

お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。ただし、当社
又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明されたときは、この限りではありません。

①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿
泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこ
れらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④日本又は外国官公署の命令、外国の出入
各規制又は、伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行
動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又は、こ
れらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

８、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
をする事ができます。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。申込金の取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。

10,000円以上

20,000円以上50,000円未満

20,000円以上

50,000円以上100,000円未満

旅行代金の２０％以上5,000円以上お申込金

100,000円以上20,000円未満旅行代金

10,000円以上

20,000円以上50,000円未満

20,000円以上

50,000円以上100,000円未満

旅行代金の２０％以上5,000円以上お申込金

100,000円以上20,000円未満旅行代金

【このパンフレットは旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び同法１２条
の５に定める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上、お申込み下さい。

●特に記載の有る場合を除き全行程添乗員同行バスツアーになります。 ●バスの座席は、基本的に予約の受け付け順となります。●お申し込みは先着順に

承ります。満席になり次第お申し込みを締め切らせていただきます。●各コース募集人員及び最少催行人員は異なりますのでご注意ください。●人数が２８名

以下の場合、中小型バスで催行する場合がございます。●原則バスガイドは乗務いたしません。 ●バス車内は禁煙です。皆様のご協力をお願いします。

●返金について,お客様の都合による旅行代金の払い戻しの場合、お振込手数料は、お客様のご負担となります。●日帰りコースの食事条件は、朝０回・昼１回・

夜０回になります。●満12歳以上の方は大人代金、満6歳以上12歳未満の方はこども代金を適用します。但し、3歳以上6歳未満の幼児でバスの座席確保及び

食事等を必要とされる場合はこども料金を適用します。“歩いて巡る藤沢七福神と地魚料理“のコースに限り、昼食を一緒に召し上がる3歳以上6歳未満の

幼児は、こども料金の適用となります。●コース表内の◎印は入場して、○印は下車して、△印は車窓から観光します。

■お問い合わせ・お申込み先

株式会社 日本旅行 横浜支店
〒231-0006神奈川県横浜市中区南仲通3-35 6階
月～金曜日09:30～17:30（土・日・祝日休業）／総合旅行業務取扱管理者 田口 浩
<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

共通のご案内－必ずお読みください－
特に記載の無い場合は下記のお取り扱いとなります。

■集合場所の詳細は、別途ご案内いたします。

国内旅行傷害保険加入のおすすめ

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけ
られますようおすすめいたします。

東日本
H23-166 E-mail:kanagawa_kikaku@nta.co.jp

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。

旅行代金の１００％旅行代金の１００％⑦旅行開始日の解除又は、無連絡不参加

旅行代金の５０％旅行代金の５０％⑥旅行開始日当日の解除

旅行代金の４０％旅行代金の４０％⑤旅行開始日の解除

旅行代金の３０％旅行代金の３０％④７日目にあたる日以降の解除（⑤～⑦を除く）

旅行代金の２０％旅行代金の２０％③１０日目にあたる日以降の解除（④～⑦を除く）

無料旅行代金の２０％②２０日目にあたる日以降の解除（③～⑦を除く）

無料無料①２０日目にあたる日以前の解除

日帰り旅行右記日帰り旅行以外旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取消料コース

旅行代金の１００％旅行代金の１００％⑦旅行開始日の解除又は、無連絡不参加

旅行代金の５０％旅行代金の５０％⑥旅行開始日当日の解除

旅行代金の４０％旅行代金の４０％⑤旅行開始日の前日の解除

旅行代金の３０％旅行代金の３０％④７日目にあたる日以降の解除（⑤～⑦を除く）

旅行代金の２０％旅行代金の２０％③１０日目にあたる日以降の解除（④～⑦を除く）

無料旅行代金の２０％②２０日目にあたる日以降の解除（③～⑦を除く）

無料無料①２０日目にあたる日以前の解除

日帰り旅行右記日帰り旅行以外旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取消料コース


