
令和４年度 品川区&早川町交流バスツアー（品川区との共同ツアー）

品川区は「水と緑の市町村との交流事業の基本構想」に基づいて、山梨県早川町と「ふるさと交流協定」を結び、
交流事業を行っております。

早川町での山村体験を通して、大自然の中、地元の方々との交流を深め、

心と身体のリフレッシュをしませんか？
◆日時：令和4年5月14日(土)～5月15日(日)【1泊2日】

◆お支払代金：おとな 合計12,000円(税込) （内訳：旅行代金 11,700円（税込）＋保険料（集金代行)※300円）

こども 合計 8,000円(税込) （内訳：旅行代金 7,700円（税込）＋保険料（集金代行）※300円）

◆スケジュール 〈朝食1回、昼食１回、夕食１回〉

5月14日(土) 7:30 品川区役所→（中央自動車道）→ 南アルプスプラザ（休憩） →

ヘルシー美里 到着(昼食：各自) → 田植え体験 → 夕食

5月15日(日) 9:00 出発→奈良田の里温泉入浴・散策・昼食→

南アルプスプラザ（休憩） →（中央自動車道） → 17:00 品川区役所 到着

◆お申込み先・お問い合わせは…

京王観光株式会社 東京南支店早川町交流バスツアーデスク （担当：藤野・長谷川・村上・西村・永野）

（観光庁長官登録旅行業第10号 日本旅行業協会（JATA）会員）（総合旅行業務取扱管理者：大木 満行）

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル2F TEL：03-5919-4831 FAX：03-3359-2570

◆お申込み期間

4月1日(金)～4月15日(金) 必着 ※お申し込み多数の場合は抽選となります。

◆定員：40名様 （最少催行人数20名）

◆宿泊施設 ： 早川町 ヘルシー美里

和室または洋室利用(バス・トイレなし) ※大浴場(温泉)・共同トイレをご利用頂きます

〒409-2704 山梨県南巨摩郡早川町大野原651 TEL：0556-48-2621

田植え体験(５月頃)

ヘルシー美里（旧早川北中学校校舎）

在住・在勤・在学の品川区民様限定！

※旅行代金に含まれるもの…貸切バス代、有料道路・駐車場代、乗務員経費、 添乗員経費、宿泊代（1泊2食）、
2日目昼食代、体験プログラム体験費用

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のための取り組み

・ バス車内、各立ち寄り・宿泊施設の、定期的な消毒や消毒薬の準備と設置

・ ツアー実施中、乗務員・添乗員は原則マスクの着用（食事中等除きます）

・ 乗務員・添乗員・各立ち寄り・宿泊施設の体調管理の徹底（日々の検温、手洗、うがいの励行）

・ 日本バス協会の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインや「運輸安全マネジメント」及び「安全管理規程」が

整備されたバス会社の選定、運行。

※写真はイメージです◆お申込み方法 ： ハガキ または FAX ※下記①～⑩の必須事項をご記入ください。

①ツアー名「田植え」 ②住所 ③氏名(ふりがな) ④年齢 ⑤生年月日 ⑥性別 ⑦電話番号 ⑧FAX番号

⑨食物アレルギーの有無と内容 ⑩在勤・在学の方は勤務先・学校の所在地

※お電話でのお申込みは承っておりません。ご注意ください。

※１名様のご参加は相部屋になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【南アルプス生態邑新型コロナウィルス感染症対策】
http://www.hayakawa-eco.com/korona/index.html

行程表・貸切バス会社名、部屋割りは、出発前日までに確定書面にてお知らせいたします。

※こども…小学生以下の方

◇国内旅行総合保険：引受保険会社：損害保険ジャパン㈱/H01タイプ：保険料300円
死亡・後遺障害1,495万円、入院保険金日額5,000円、手術保険金：入院保険金日額の10倍（入院時）・5倍（外来時）、通院保険金日額3,000円
(加入する保険について、詳しくは別途ご案内いたします)

◆イベント企画実施 品川区役所 総務部 総務課

◆添乗員が同行します。

※品川区総務部総務課が参加者に対して付保する保険料の集金代行業務を弊社に委託されております。

4/4

※現在観光バスの車内空間は「外気導入モード」で前方と屋根上のエアコンから新鮮な空気を取り入れることにより、概ね5分で車内の空気が入れ替わります。



令和4年度 品川＆早川 交流バスツアーのご案内

ツアー名称
定員
(人)

開催日 募集記事広報掲載予定日 宿泊施設 参加費 事業内容

田植え体験と春の奈良田 40名 令和4年 5月 14日（土） 令和4年 4月 1日号
ヘルシー美里

大人 12,000円
1日目は田植え体験を行います。
２日目は春の奈良田の里温泉と周辺を散策します。

の里温泉ツアー 1泊2日 ～ 15日（日）
募集期間
4月1日（金）～4月15日（金）

子ども 8,000円

森林体験とホタル観察 40名 令和4年 6月 18日（土） 令和4年 4月 11日号
ヘルシー美里

大人 12,000円 １日目は「マウントしながわ」でクラフト体験用の間伐
材を伐採します。夜はホタルの観賞を行います。２日
目はクラフト工作体験を行います。ツアー 1泊2日 ～ 19日（日）

募集期間
4月11日（月）～4月25日（月）

子ども 8,000円

虫とりと川遊び体験 40名 令和4年 7月 23日（土） 令和4年 5月 11日号
ヘルシー美里

大人 12,000円
1日目は虫とり網作りと虫とり体験を行います。
2日目は川遊び体験とＢＢＱをします。

ツアー 1泊2日 ～ 24日（月）
募集期間
5月11日（水）～5月25日（水）

子ども 8,000円

稲刈り体験とお餅つき 40名 令和4年 9月 10日（土） 令和4年 7月 1日号
ヘルシー美里

大人 12,000円
1日目は５月に田植えを行った稲を収穫します。
２日目はお餅つき体験をします。

ツアー 1泊2日 ～ 11日（日）
募集期間
7月1日（金）～7月15日（金）

子ども 8,000円

奈良田温泉とそば 40名 令和4年 10月 15日（土） 令和4年 8月 1日号

ヘルシー美里

大人 12,000円 １日目は奈良田の里温泉と周辺の散策を行います。
２日目はそば打ちを体験し、自分で打ったそばを昼

食にお召し上がりいただきます。打ち体験ツアー 1泊2日 ～ 16日（日）
募集期間
8月1日（月）～8月15日（月）

子ども 8,000円

紅葉の赤沢宿散策 40名 令和4年 11月 19日（土） 令和4年 9月 11日号
ヘルシー美里

大人 12,000円 １日目は紅葉の赤沢宿散策と白糸の滝を見学しま
す。

２日目はきのこ狩りを行います。ツアー 1泊2日 ～ 20日（日）
募集期間
9月11日（日）～9月26日（月）

子ども 8,000円

伝統のみそ作り体験と 40名 令和4年 12月 10日（土） 令和4年 10月 1日号
ヘルシー美里

大人 12,000円 １日目に味噌作りを行っている集落の散策と、みそ
作りの準備を行います。夜は星空観察を行います。２
日目はみそ作りを体験し、おみやげにします。星空観察ツアー 1泊2日 ～ 11日（日）

募集期間
10月1日（土）～10月17日（月）

子ども 8,000円

メイプルシロップ作り体験 40名 令和5年 2月 4日（土） 令和4年 12月 1日号
ヘルシー美里

大人 12,000円
１日目はメイプルシロップの採取作業をします。
２日目は採取したメイプルシロップ作りを楽しみます。

ツアー 1泊2日 ～ 5日（日）
募集期間
12月1日（木）～12月15日（木）

子ども 8,000円

温泉巡りと鹿肉・シシ鍋料理 40名 令和5年 2月 25日（土） 令和4年 12月 21日号

ヘルシー美里

大人 14,000円 １日目は西山温泉でゆっくり温泉を楽しみ、夜は鹿
肉とシシ鍋料理をお召し上がりいただきます。２日目
は奈良田の里温泉と周辺の散策を行います。を楽しむ会ツアー 1泊2日 ～ 26日（日）

募集期間
12月21日（水）～1月4日（水）

子ども 9,000円

※ ツアーは事情により中止または内容・開催日等を変更する場合もあります。
※ 募集記事は広報「しながわ」に掲載されます。なお、広報掲載予定日は紙面の都合上、変更となる場合もありますのでご注意ください。
※ 各交流バスツアーは、品川区に在住・在勤・在学の方を対象としています。
※ 上記ツアーの募集期間をご確認の上、お申し込みください。

特別区全国連携プロジェクトは、東京を含めた各地域の活性化やまちの元気を創成する取り組みです。
品川区は、特別区全国連携プロジェクトを推進しています。

ご旅行条件（要旨） 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確認の上お申し込みください

1. 募集型企画旅行契約 この旅行は、京王観光株式会社東京南支店 観光庁長官登
録旅行業第10号（以下「当社」といいます)が、当社旅行業約款に基づき企画・実

施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行（以下

「旅行契約」といいます）を締結することになります

2. お申込み 所定の申込書に所定の事項を記入の上、お１人様当たり下記の申込金
を添えてお申込み頂きます。団体グループを構成する契約責任者から、旅行のお申

込みがあった場合、契約の締結および解除に関する一切の代理権を有しているとみ

なします

３. 旅行契約の成立時期 お客様との旅行契約については、当社が旅行契約の締結
を承諾し所定の申込金を受理した時に成立するものといたします。

旅行代金 ３万円未満

お申込金
(お1人様に付) 旅行代金全額

旅行開始の前日から
さかのぼって

①２１日目にあたる日以前
の解除

無料

②２０日目にあたる日以降
の解除 (③④⑤⑥除く)

20%

③７日目にあたる日以降の解除
（④⑤⑥除く）

30%

④旅行開始日の前日の解除
（⑤⑥除く）

40%

⑤当日の解除（⑥除く） 50%

⑥旅行開始後の解除
無連絡・不参加

100%

４. お客様による契約の解除 お客様はいつでも、以下に定める取消料を支払って、
旅行契約を解除することが出来ます。

☆ご連絡は京王観光株式会社東京南支店へ営業日・営業時間内に
お願いいたします。（営業日・営業時間：月曜日～金曜日9：00～18：00）

5. お客様の責任 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

旅行者の権利・義務、その他企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければな

りません。また、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、旅行先で速やかに当社また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

６. 特別な配慮を必要とする方 お客様の状況によっては、当社の手配内容に含まれて
いない特別な配慮・措置が必要となる可能性があります。詳細は別紙ご旅行条件書のお

申込み条件をご確認の上、特別な配慮・措置が必要になる可能性のある方はご相談させ

ていただきますので、事前に必ずお申出ください

7. 最少催行人員 20名

8. 添乗員 同行します。

京王バス株式会社 西東京バス株式会社 京王自動車バスサービス株式会社 西郡観光バ

ス株式会社 東都観光バス株式会社 磐梯東都株式会社 神奈中観光株式会社 青和観光株

式会社 株式会社フジエクスプレス 富士急行観光株式会社 富士急バス株式会社 株式会

社栄和交通 小田急シティバス株式会社 ニュープリンス観光バス株式会社 国際興業株

式会社 東栄運輸株式会社 つばめ観光バス株式会社 ニューつくば観光有限会社 カミコ

ウバス株式会社 西武観光バス株式会社 埼玉観光株式会社

１０.個人情報の取扱い 個人情報については、お客様との連絡に利用させていただ
くほか、旅行における運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続

きに必要な範囲内で、それら運送、宿泊機関等に対し電磁的方法で送付することによっ

て提供致します。

１1.旅行条件・旅行代金の基準日 2022年3月1日
※募集型企画旅行の詳しい旅行条件は当社ホームページよりご覧いただけます

http://www.kingtour.com/rule/stipulation_syusai.html

9. 利用バス会社 京王観光の募集型企画旅行では、お客様の安心・安全を最優先とし、
「運輸安全マネジメント」および 「安全管理規程」が整備されたバス会社を下記の通

り選定し、運行いたします。なお、お申込みいただいた旅行で利用するバス会社は最終

日程表でご案内いたします。

総合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て不明な点がありましたら.ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい

《今回のご案内は １ のツアーです》

１

２

３

４

５

６

７

８

９

旅行企画・実施

京王観光株式会社東京南支店
観光庁長官登録旅行業第10号 一般社団法人日本旅行業協会正会員

〒160-0022 新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル 2階

TEL 03-5919-4831 FAX03-3359-2570
Email tyo-minami@keio-kanko.co.jp

営業日・営業時間 月曜日～金曜日 9：00～18：00

総合旅行業務取扱管理者：大木満行

担当：藤野・長谷川・村上・西村・永野 A22D-001

http://www.kingtour.com/rule/stipulation_syusai.html

