川崎市×ビッグホリデー
夏休み特別企画

産業観光日帰りバスツアー 第一弾

知っているようで知らなかった 川崎の魅力再発見！

東芝未来科学館と川崎競輪場で体験学習！
＆大人気 の工場夜景！
産業 観 光
に最 適！
「自由研究」

●出発日限定

8/

8/

14 15
金

土

●旅行代金（おひとり様）

6,500
50
00円
※こども（6歳〜11歳）
は上記旅行代金より500円割引

●スケジュール

コースコード：T6 - 1152 - H20100

行程

日程

食事

（H）

●コ−スのポイント！
ȚǮ
ȃǊ

夏の自由研究はこれでばっちり！

1 最新科学で、わたしたちの未来を体感しよう！

東芝未来科学館
まるでアミューズメントパーク！
楽しく科学を体験できる乗り物、
ゲーム、静電気発生装置など！
楽しみながら、自由研究を
終わらせちゃおう！
（H）

新宿駅（14：00）ーーーーーーーーー 川崎駅（15：00）ーーーーーーーーー
ȚǮ
ȃǊ

東芝未来科学館（館内見学：約60分）ーー
ーーーーーーーーーーーー

未知の世界！？ 川崎競輪場の競走路へ！

2 本物のコースを、本物の選手と走ってみよう！

川崎競輪場（競輪選手との交流、レース体験：約90分）ーーーーー
1日目

川崎競輪場

臨海部の工場夜景鑑賞（車窓から）ーーーーーーーーーーーーーー
×× 夕

川崎マリエンで夕食（360度のパノラマ工場夜景を見学）ーー
川崎工場夜景を巡る（川崎工場夜景ナビゲーター同行）ーーーー
川崎駅（20：30）ーーーーーー 新宿駅（21：30）
※ご出発の10分前にはご集合ください
（ただし、道路事情により出発時間変更となる場合がございます）

（H）

ȚǮ
ȃǊ

現役選手の圧倒的なスピードを
間近で体感しよう！
コース走行や、スタジオ見学、
ユニフォームでの記念撮影など
イベント盛り沢山！
選手とも沢山ふれあえます！

大人気の川崎工場夜景で、

3 夏の家族の思い出に・・・

究も
夏休みの自由研
！
これでばっちり

川崎工場夜景

（H）

！
ツアー限 定企画 交 流
の
現役 競輪 選手と
（H）

今話題沸騰！
大人気の工場夜景へ！
ナビゲーターの楽しく丁寧な説明で、
川崎工場夜景をマスターしよう！
圧巻の夜景が広がっています。
（H）

新宿駅南口

集合場所

インターネットで「24時間」各種情報がご覧になれます。

川崎駅西口

集合場所

新宿南側バス駐車場

川崎駅西口より徒歩5分 ラゾーナ川崎前 西口北バス乗り場

13：50集合／14：00出発

14：50集合／15：00出発

京王

新宿
ミロード

First
Kitchen

西新宿1丁目

新宿駅

バスターミナル
←ミューザ川崎

高島屋
ズ
東急ハン

大黒屋
元禄寿司
磯丸水産
ファミリー
マート
VELOCE

高架通路

（H）

★ 集合 場所

0号 線
国道 2

ルミネ新宿

http://bigs.jp

ラゾーナ川崎

南口

集合 場所 ★

EV

★観光情報等みなさまの旅行を充実サポート
★お得な情報をお届けするメルマガ会員登録受付中

ラゾーナ川崎の入口手前の
「バス乗り場81〜87」の
標識を右に曲がり、
階段エスカレーターを
降りた場所となります。

西口

ホテル
サンルートプラザ
新宿
A1出口

改札

川崎駅

時計

至横浜

至品川

※川崎駅にて、新宿出発のお客様と合流となります。そのため、交通事情等により、少しお待ちいただく場合がございます。

お申し込みからご出発まで

1

2

お申し込み

ご希望の出発日が決まりましたら、
取 扱 代 理 店 又 は 当 社 予 約 センター
で空 席をご確 認の上、お申し込 みく
ださい。

▲

バスの安全等に関する情報

検索

●ご案内
◆基本代金に含まれるもの
往復バス代、行程に表記の食事代、施設利用料
◆基本代金に含まれないもの 個人的費用
◆募集定員／45 名 ◆最少催行人員／ 30 名
※参加対象は小学生以上です。
小学生は保護者同伴となります。
◆添乗員 同行いたします。

お問い合わせは取扱代理店へ

3

ご予約の確認

バス車内でのお願い

ご集合

ご集合場所にて同行添 乗員がお待ち
しております。
代表者の方がお名前と人数を添乗員
に告げてください。

お申し込 み 後、
「ご案内書」を 送 付又
は FA X 致します。
コース･日程･人 数･料金に
間違いがないかご確認ください。

車内では、他の
お客様のご迷惑と
なりますので、
携帯電話のご使用は
ご遠慮ください。

全路線禁煙で
運行します。
ご協力お願いします。

バス車内はマナーモードにしてください。ご協力お願いします。

詳しくは、http://ski.bigs.jp/anzen/をご覧ください。

●当社は安全運行協議会を設置して、
契約している貸切バス事業者等とともに安全運行に努めています。
●自動車運送事業者に対する行政処分状況についてはこちらのサイトでご覧いただけます。
→http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi

ビッグホリデーご旅行条件（抜粋） お申し込み前に必ずお読みください。

この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。

この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。
このツアーはビッグホリデー株式会社が企画・募集し実施する企画旅行です。参加されるお客様と当社との企画旅行契約は各コースご
とに記載されている条件及び下記の旅行条件と当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
１．
旅行のお申し込み方法
（１）受託販売店にて所定の旅行申し込み書に必要事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。尚、
申込金は「旅
行代金」
「取消料」
「違約料」の一部に充当いたします。

旅行代金

3万円未満

6万円未満

10万円未満

15万円未満

15万円以上

お申し込み金（お1人様）

6,000円

12,000円

20,000円

30,000円

代金の20％

直通バスのみのお申し
込みは全額となります。

（２）お申し込みの際全員のお名前・年齢と代表者の住所・電話番号が必要です。
（３）電話による予約は、翌日から起算して３日以内にお申込み手続きをお願いいたします。この場合当社が契約の締結を承諾し申込み金
をいただいた時に旅行契約が成立したものといたします。
※残金は出発日の前日から起算してさかのぼって１５日目にあたる日より前までに同一販売店へお支払いください。
又、基準日以降のお申し込みの場合は、
申込み時又は当社の指定する期日までにお支払い頂きます。
（４）旅行開始日に１５歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。また、旅行出発日に２０歳未満の方のご参加は、親権者の同
意書が必要です。
２．
お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、基本広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナ
ス「割引代金として表示した金額」を言います。この合計金額は「取消料」
「違約料」
「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
３．
旅行代金に含まれるもの
（１）パンフレットに明示した航空・船舶・列車・バス等交通機関（フリータイム、自由行動・集合場所までの交通費・解散後の費用を除く）の運賃
（２）パンフレットに明示した入園・拝観・見学料等の観光料金
（３）パンフレットに明示した宿泊・食事・その他旅程による団体行動中（フリータイム・自由行動を除く）の料金
（４）前項の（１）、
（２）、
（３）における消費税
４．
旅行代金に含まれないもの
前第３項の他は旅行代金に含まれません。
その一部を例示します。
（１）クリーニング代、電報電話料金、
その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、
サービス料。
（２）ご自宅から集合場所まで、及び解散場所からの交通費・宿泊費。
５．
お客様の交替
（１）お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定事項を
記入のうえ手数料（おひとり様につき10,000円）とともに当社に提出していただきます。
（２）旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該
旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は、利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交代に応じない
等の理由により交代をお断りする場合があります。
６．
取消料
お申込後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお１人様につき次に定める取消料をいただきます。なお、
コー
スや日程変更の場合は２１日前までは無料、
それ以降は下記取消料に準じます。お申込みいただきましたお客様が、募集型企画旅行契約
の第１５条２項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
※お客様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送、宿泊機関等行程表の一部変更についても、全体に対するお取消とみなし、
取消料の対象となります。
※取消日とは、当社の営業日における営業時間内に取消・変更する旨のお申し出をいただいた日とします。

取り消し日（出発日を含まず） 10日前〜8日前
取り消し料率

20％

7日前〜2日前

前日

旅行開始日

無連絡不参加及び旅行開始後

30％

40％

50％

100％

※夜行日帰りプランは除きます。
７．
旅行催行の中止
（１）最少募集人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始の前日から起算して１４日前（日帰り旅
行については４日前）までにご連絡をし当社がお預かりしている旅行費用は全額お返しし、
この旅行契約を解除いたします。
８．
旅行日程・旅行代金の変更
（１）当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場
合があります。又、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金を越えた場合はその差額をお支払いいただきま
す。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
（２）運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額
される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
（３）お客様都合により、
１部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
９．
当社の責任
当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任
じます。但し、損害発生の翌日から起算して２年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
１０．
お客様の責任
（１）お客様の故意又は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為またはお客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が
損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
（２）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
するように努めなければなりません。お客様は、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地において速やかに当社、当社の手配代行者又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。
（３）お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与え
た場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。

個人情報の取り扱いについて

１１．
旅程保証
（１）旅行日程に下記に揚げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（募集型企画旅行契約）の規定により、
その変更の内容に応じて
旅行代金の１％〜５％に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の１５％
を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が１，
０００円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
１件当たりの率（％）
旅行開始前
旅行開始後

変更補償金の支払いが必要となる変更
１．契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
２．契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを含みます）
その他の旅行の目的地の変更
３．契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを
下回った場合に限ります。）
４．契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
５．契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
６．契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便又は経由便への変更
７．契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
８．契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観その他の客室の条件の変更
９．前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

1.5

3.0

1.0

2.0

1.0

2.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.5

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
5.0

※変更補償金の支払いについての注意事項
注１
「旅行開始前」とは、旅行開始日の前日までにお客様へ変更事項について通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、旅行開始日以降に
お客様へ通知した場合をいいます。
注２確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において契約書
面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じ
た時は、
それぞれの変更につき1件として取扱います。
注３第４号又は第８号に掲げる変更が１運送機関又は、
１泊の中で客室の種類・設備・景観等、複数生じた場合であっても、
１運送機関又は１
泊につき１変更として数えます。
注４第９号に掲げる変更については、第１号から第８号までを適用せず、第９号のみの適用となります。
（２）下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
１天災地変 ２戦乱 ３暴動 ４官公署の命令 ５運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ６当初の運行計画によらない運送
サービスの提供 ７旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
（３）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・サービス提供をもって補償を行う
事があります。
１２．
旅行契約の解除
当社は次に揚げる場合において、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
（１）旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき
（２）旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき
（３）旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
（４）天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合にお
いて、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいと
き。
１３．
添乗業務
（１）添乗員の同行の有無は、当該募集パンフレットに明示します。
（２）旅行を安全かつ円滑にするため、添乗員の指示にしたがっていただきます。
（３）添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社への連絡先を別途お渡しする最終日程表に明示します。
（４）添乗員の業務は、原則として８時から２０時までとします。
１４．
特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより旅行者が募集型企画旅行
参加中に急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った損害についてあらかじめ定める額の補償金およ
び見舞金をお支払いします。但し下記の各号に揚げる事由によって生じた傷害および損害に対しては補償金等を支払いません。
（１）お客様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
（２）旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日に生じた傷害及び損害
（３）スカイダイビング・ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
（４）単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
（５）補償対象品の置き忘れ又は紛失。
１５．
約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、
その他の旅行
サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。
１６．
欠 航
天候等で出発便が欠航の場合には会費の全額を（お申し込みの旅行案内所で）返金します。延泊の必要がある場合には宿泊費、食事
代、通信費等はお客様の負担になります。
１７．
このパンフレットは、
平成27年6月現在の資料で作成しております。
旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

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。

（1）
ビッグホリデー株式会社（以下「当社」）及び下記欄記載の受託（販売）旅行業者（以下「代売店」）は、旅行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為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
等に提出いたします。
（2）当社ならびに当社のグループ企業である株式会社プレイガイド等が取り扱う商品、
サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。

旅 行 企 画・実 施

受 託 販 売
●ビッグホリデーツアーのご相談・お申し込みは信用のある当店を御利用ください。

〒113-8401

東京都文京区本郷３-１９-２ BHビル お問い合わせ先 ☎03-3818-5111（代）
営業時間：月〜金曜日10：00〜19：00 土曜日・日曜日・祝日10：00〜18：00
観光庁長官登録旅行業第576号 旅行業務取扱管理者 小宮史之

総合旅行業務取扱管理者（国内）
とは、お客様の旅行を取扱う旅行会社・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、
ご遠慮なく右記の取扱管理者におたずねください。

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

協力：川崎市観光協会
NO. 5161

