
＜行程表＞

旅行代金(A) 8,000円

　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　             　　お好きな電車で 給付額(B) 2,800円

お支払実額(A-B) 5,200円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　終電まで　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　終電まで　　　　　　　　　　　　　　  

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　  　　　      　                 　　　　　お好きな電車で

 　　復路  「成田空港温泉 空の湯」　……お客様自身で駅へ……芝山千代田駅+++++++++++東成田駅
                                                   　　　                                                   終電まで ※地域共通ｸｰﾎﾟﾝ

家族に人気の貸切部屋＆貸切風呂で

湯ったり・のんびり4時間♪プチグルメの

お料理も部屋にお持ちいたします。                    　     　お好きな電車で　　　　　　　　　　　　　　　徒歩5分

 　　往路　東成田駅++++++++++++芝山千代田駅……………お客様自身で「成田空港温泉 空の湯」へ

1,000円

旅行条件：最少催行人員／大人1名　・添乗員／同行なし　・利用鉄道会社／芝山鉄道　・食事／プチグルメコースのみ食事付き

  6,500円

  2,000円

Go To Travel 事業支援対象
（数に限りがありますのでお早めにお申し込みください）

旅行行程

大人

2,030円 1,470円 旅行代金への給付額(B)

プチグルメコース

旅行代金(A)

旅行代金への給付額(B)

大人

  10,000円

3,500円

  5,810円   4,220円 旅行代金(A)

旅行代金・給付額・地域共通ｸｰﾎﾟﾝ・お支払額(おひとり・税込) 旅行代金・給付額・地域共通ｸｰﾎﾟﾝ・お支払額(おひとり・税込)

エステコース

  1,000円   1,000円 ※地域共通ｸｰﾎﾟﾝ※地域共通ｸｰﾎﾟﾝ

    旅行企画・実施：㈱グリーンポート・エージェンシー　グリーンポート・トラベル　  担当　椎名・深井　　平日9：00～17：50

　  千葉県知事登録旅行業第２－６５７号　全国旅行業協会正会員　　　特別企画専用ダイヤル　0476-34-6681

　  千葉県成田市古込字古込１－１　成田空港Ｍ2146　　総合旅行業務取扱管理者　椎名

※地域共通クーポンは旅行代金総額に対して15％相当が付与されます。（百円単位は四捨五入となります）各コースに記載されている地域共通クーポン
　 金額は、おひとりあたりの旅行代金で算出しているため、実際の金額より下回ることがありますので予めご了承ください。

旅行出発日 旅行出発日 左記同様2020/10/1～1/31（10/19～10/22・12/29～1/3除く）

お支払実額(A-B) 3,780円 2,750円 お支払実額(A-B)

小人（小学生）

2020/10/1～1/31出発
(１０/１９～10/22・12/29～1/3を除く)

※旅行出発の3日前締め切り

プチグルメコース 大人3,780円 小人2,750円 エステコース 大人6,500円

芝山鉄道往復乗車券＋空の湯利用券（温泉フルセット：入浴料、岩盤浴、館内着、タオル一式)＋

選択コース：プチグルメコース（食事付き）または エステコース（エステのみ食事なし）

お支払い実額（大人おひとり様）

3,780円～6,500円

＜旅行代金に含まれるもの＞

マッサーシ゛や韓国式アカスリに変更可

以下のコースと併せて申込下さい

「空の湯」は家族旅行を応援します♪

（料金はお支払い実額）

料理イメージ（仕入れ状況により変更になる場合がございます）

エステ用個室イメージ マッサージイメージ

追加ｺｰｽ

お子様向けの食事手間ひまかけた品々をご堪能下さい♪

（料金はお支払い実額）

ＧＰＡ

特別企画



グリーンポート・トラベルが取り組んでいること

・ご来店いただく店舗での取り組み

・ご旅行中やご旅行後に関する取り組み

・ご旅行をお申込みいただくお客様へ

7.　お客さまに対する責任

⑴　当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失

によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を

賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内

に当社に対して通知があったときに限ります。

⑵　お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅

行サービス提供の中止、官公署の命令その他（伝染病による隔

離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不

通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

在時間の短縮等）の当社の関与し得ない事由により損害を被

られたときは、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。

⑶　お荷物の損害については本項⑴の規定にかかわらず損害発

生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったと

きに限り、一人15万円を限度（当社の故意又は重大な過失が

ある場合を除く）として賠償いたします。

8.特別補償

当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画

旅行代金 お申込金

3万円未満 6,000円～旅行代金まで

3万円以上6万未満 12,000円～旅行代金まで

6万円以上10万未満 20,000円～旅行代金まで

10万円以上15万未満 30,000円～旅行代金まで

15万円以上 代金の20％～旅行代金まで

ご利用にあたって

旅行代金の30％

　添乗員・現地係員は同行しませんので、当社よりお渡しするご旅行に必要な①最終日程表、②船車券（芝山鉄道）

●このパンフレットに記載のプランは個人型プラン（募集型企画旅行）です

  ③空の湯特別入場券にて、お客様自身で手続きを行ってください

●出発日／2020年10月1日～2021年1月31日（除外日　10月19日～22日、12月29日～1月3日）

●大人１名以上でお申し込みください（3歳未満の方・オムツをされている方の参加は可能ですが、大浴場の利用はお断りしております）

●お申込み締め切りは、旅行出発日の原則３日前までですが、当社の営業日等により異なる場合があります

●ご旅行中にお客様の都合で使用されなかった船車券や入場券の払い戻しは一切できません

　運輸のご案内（芝山鉄道等）
●往路・復路とも同一区間のご利用となります

●お好きな時間帯の列車をご利用いただけます

イ　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日

目に当たる日以降8日目に当たる日まで

申込金のみで取消料がまかなえない時は、その差額を申し受けます。

（表でいう取消日とは、お客さまが当社及び旅行業法で規定された

「受託営業所」（以下「当社ら」といいます。）のそれぞれの営業日、

営業時間内に取消をする旨を、お申し出いただいた時を基準とします。

休業日と営業時間外のご旅行の変更および取消のお申出には応じら

れませんので、翌営業日の受付となります。

ご旅行条件書（抜粋）
お申し込みの際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を

事前にご確認のうえ、お申し込みください

1.お店の予約制の導入 2.感染症防止に向けた取り組みを実

施 ３.入口および店舗内への手指の消毒設備（アルコール

等）の設置　4.店舗内におけるスタッフのマスクの着用　 5.飛沫

感染防止のためのカウンターパーテーションの設置 　6.ソーシャル

ディスタンスを確保したカウンター席の設置　7.カウンターや椅子、

パンフレットケースなどへのこまめな拭き取りによる除菌対応を行っ

ております。

別紙、「観光庁より、ＧｏＴｏトラベル事業をご利用い

ただく皆様へ～GoTo トラベルのご利用に当たっての遵

守事項～」を最終日程表と併せてお渡しいたしますの

で、ご一読の上、ご旅行にお出かけ下さい♪

旅行代金の40％

取消料

旅行代金の20％

4　通信契約　当社又は当社の募集型企画旅行を代理して販売す

る会社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいま

す。）のカード会員（以下「会員」といいます。）より所定の伝票へ

「会員」の署名なくしての旅行代金等のお支払いを受けることを条件に

「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による」申し

込みを受ける場合があります。（受託旅行会社により異なります。所

定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契

約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります）

5-1.　旅行代金のお支払い

旅行代金の残額は、旅行開始日の15日前までにお支払いください。

5-2.　旅行代金に含まれているもの

パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコ

ノミークラス）、宿泊費、食事代、観光料金（入場・拝観・ガイド

等）、及び消費税等諸税（但し、パンフレットに記載の基準期日現

在に公示されているものに限ります）

6.お客様からの旅行解除（旅行開始前）

お客さまはいつでも、次に定める取消料（おひとり様につき）をお支払

いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、すでに収

●エステや貸切風呂の事前予約は可能です（予約時はグリーンポート・トラベルにて、以降は空の湯にて承ります）

●プチグルメコースはドリンク１杯付です。小人はソフトドリンク、大人はビール小、ノンアルビール、ソフトドリンク、コーヒーからの選択です

●小人のデザートはクラシックジェラート、コーヒーゼリー、エスプレッソアフォガードの中からの選択です

●地域共通クーポン券は、館内のレストランやその他施設でもご利用いただけますが、一部ご利用になれないものもございます

　 なお、地域共通クーポン券面額に満たない食事やサービスを受けた場合の返金はございません

①.旅行サービス提供事業者の選定：原則として、各業界団体

の作成したガイドラインが周知徹底されている事業者を選定して

おります。

②.パッケージツアー（当社募集型企画旅行商品）に関する取

り組み：ご利用いただく交通機関や宿泊施設などへは、弊社が

定めるガイドライン「新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組

み」へのご協力をお願いしております。

③.ツアーにおける旅行参加者の体調管理：添乗員や現地係

員が同行するツアーでは毎日参加者全員（添乗員、現地係

員、ガイド、バス乗務員を含む）の体調確認を行っております。

ロ　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日

目に当たる日以降前々日に当たる日まで

●旅行の取消をされた場合、GoToトラベルキャンペーン割引は無効となります

●芝山鉄道の時刻表はお客様自身で芝山鉄道のホームページ等でご確認ください

3.　契約の成立と契約書面・確定書面の交付

(1)募集型企画旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、前項

の申込金を受領した時に成立するものとします。

(2)通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を

承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、契

約締結を承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知

した場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとし

ます。

(3)当社は、旅行契約成立後、旅行日程、旅行サービスの内容

その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面

（以下「契約書面」という）をお渡しします。（当パンフレットはこ

のご旅行条件書において、契約書面の一部といたします）当社が

手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約

書面に記載致します。

1.　募集型企画旅行契約

この旅行は、㈱グリーンポート・エージェンシ－が企画・募集し実施

する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募

集型企画旅行契約を締結することになります。

また、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）のコース

ごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表

及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」により

ます。

2.　旅行の申込み方法

⑴ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下

記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。

お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部とし

て取り扱います。

⑵ 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手

段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この

場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約

の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申

込金を提出していただきます。

旅行代金の50％

は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額

の補償金及び見舞金を支払います。

9.基準期日

この旅行条件は、2020年7月1日現在を基準としています。ま

た、旅行代金は2020年7月1日現在の有効な運賃、規則を基

準としています。

10.個人情報の取り扱い

(1)当社及びご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以

下「販売店」）は、旅行お申し込みの際にご提出いただいた個

人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配の

ために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関

等に提供いたします。

(2)当社、当社のグループ企業、販売店及び当社が提携する企

業が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させ

ていただくことがあります。

(3)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針につ

いては当社ホームページ（https://www.gpa-net.co.jp/）

でご確認ください。

--------------------------------------------------------

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他サービス等

を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられま

すので、ご了承下さい。

------------------------------------------------------

　募集型企画旅行（日帰り旅行）及びオプション（追加コース）の取消料

ニ　旅行開始日当日（ホ に掲げる場合を除く）

解除期日

ホ　無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

ハ　旅行開始日の前日

●東成田駅以遠よりご乗車の場合は、下車駅の芝山千代田駅の駅員にお申し出てください（お帰りも同様）

●芝山千代田駅⇔空の湯の間は徒歩での移動となります

　施設のご案内（空の湯等）

●空の湯は急遽、施設のメンテナンス等により休業となる場合もございます

●プチグルメコースをお選びの場合は、食事が１回提供されますが、エステコースをお選びの場合は、食事の提供はございません

●空の湯の営業時間や施設、利用条件等の詳細は空の湯のＨＰにてご確認ください

※　１.この旅行はＧＯＴＯトラベル事業の支援対象です　2.旅行代金4,220円～10,000円からGoToトラベル事業による給付金1,470円～3,500円を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。10月1日

以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。3.給付金の受領について、国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社及びGoToトラベル事務局は、給付金をお客

様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取消の際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。

お客様は、当社及びGoToトラベル事務局による代理受領のご了承の上、お申し込みください

ご注意：取消料はお支払い実額ではなく、給付金適用前の以下

の旅行代金が基準となりますのでお気を付け下さい

プチグルメコース5,810円（小人4,220円）、 エステコース

10,000円、追加コース（貸切風呂＆貸切部屋）8,000円


