オリジナル企画
個人型フリープラン

新しい旅 大人の休息

Go To トラベル
事業支援対象

紅葉の京都でゆったりと過ごす 3 日間
設定日・旅行期間

2020 年秋

『密にならない新しい旅のかたち 大人の休息』

①11 月 12 日(木)～11 月 14 日(土) ②11 月 19 日(木)～11 月 21 日(土)
③11 月 29 日(日)～12 月 01 日(火) ④12 月 09 日(水)～12 月 11 日(金)
ご旅行代金

Go To トラベル お支払い実額

48,000 円～ 68,000 円
（6 名 1 棟お 1 人様）

(1 名 1 棟お一人様)

（6 名 1 棟お 1 人様）

東京駅 のぞみ219号（10時発）－京都駅（12時15分着）

1 八条口前洛龍庵チェックインカウンターで手続きをお願いします
（お客様ご自身でご移動ください） ～西陣いちい

31,200 円 ～ 44,200 円

×××
京都市内泊

秋の京都の1日を自由にお過ごしください
京都1日定期観光バスのご手配も致します（ご希望者・別料金）

2 ①京都3大名所～金閣寺・銀閣寺・清水寺～

(1 名 1 棟お一人様)

「西陣いちい」のポイント
★一日一組限定の貸切一軒宿の完全プライベート空間
★夕食の手配（お宿への料亭からの仕出し、お食事処の予約）
も承ります。（別途有料）詳細はお問合せください

「旅」のポイント

★1 名様から催行！
★行程中の往復新幹線の変更が可能です。（事前/無料）

②トロッコ列車と保頭川下り
③スカイバス京都～車窓観光～ ＜オープントップバス＞ ×××
京都市内泊
秋の京都の1日を自由にお過ごしください

3 西陣いちい～（お客様ご自身でご移動ください）～京都駅×××

「西陣いちい」は、京都最古の花街『上七軒』や『北野天
満宮』の近く、西陣の奥座敷と言われる閑静な地域にある
一日一組限定の貸切一軒宿です。家族旅行、女子旅、
グループ旅行などに最適な京町屋の宿。京都の歴史を感
じプライベート空間を愉しみながら満喫ください

京都駅 のぞみ32号 （16:01発）東京駅着 （18:15着）

「西陣いちい」外観

リビングスペース。障子の向こうは坪庭
西陣いちい 施設概要
所在地：京都府京都市上京区末広町３９－１
間取り：1 階-玄関・和室×２、キッチン、浴室、
洋式トイレ 2 階-寝室(ベッド 2 台、和室、洋式トイレ
利用人数：1 名～６名
チェックイン時間：15:00 チェックアウト時間:10:00
その他 ：無料 Wi-Fi、全室エアコン完備、
床暖房（一部）全室禁煙）*寝具や調理に必要な
キッチン関係類、食器などは揃っています。
詳細はお問合せください

2 階寝室

木曽ヒノキ風呂

項目

6名様1棟

ご旅行代金
ご旅行代金への支援額
お支払い実額

4名様1棟

2名様1棟

1名様1棟

48,000円

52,000円

57,000円

68,000円

▲16,800円
31,200円

▲18,200円
33,800円

▲19,950円
37,050円

▲23,800円
44,200円

7,000円

7,000円

8,000円

10,000円

地域共通クーポン
地域共通クーポンは別途お渡しします

＊地域共通クーポン（お食事やお買い物に利用できます。）
＊当社キャンペーン対象額の上限に達した時点で終了となりまとす。お早目にお申込みください
【ご案内】本ツアーは、個人型プランです。添乗員・現地係員は同行しません。
旅行に必要な最終旅程表をご出発の 2 週間前頃にお渡しいたしますので、ご旅行の手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
🔶３名様・５名様ご利用も可能です。詳細はお問合せ下さい。
クルーズバケーションコロナ対策ツアー
クルーズバケーションでは国土交通省、官公庁、関
連省庁の指針に従い、ツアーの企画段階から新型
コロナウイルス感染予防に取り組んでいます。ご参加
のお客様には、出発前（７日前前後）にご挨拶と
健康に関しての質問等もいたします。お申込みのお
客様には申込書と一緒にコロナ対策一覧をお送りし
ます。

京都定期観光バス 【乗車・下車地 JR 京都駅】
① 京都３大名所～金閣寺・銀閣寺・
清水寺 大人 5,800 円
子供 3,050 円
② トロッコ列車と保津川下り
大人 10,000 円
子供 5,600 円
③ スカイバス京都 ぐるっと一周ドライブ
大人 2,000 円
子供 1,000 円
＊コース内容・金額は変更される場合があります
＜別手配のオプショナルツアー＞

＊写真は全てイメージです

１． この旅行は Go To トラベル事業の支援対象です。2.旅行代金 48000 円～68000 円から Go TO トラベル事業による給付金を引いた金額 31200
円～44200 円がお客様のお支払い実額となります。また別途、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
らの給付金はお客様に対して支給されます。当社は、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。尚、お取消しの際は、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
Go To トラベルキャンペーン事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。＊注意：新型コロナウイルス感染状況により、支援事業対
象者の地域、内容が変更になる場合があります。現在、東京都在住の皆様は、支援事業対象外となっていますので、通常料金となります。今後変更さ
れ、支援事業対象者となれば、旅行代金から支援額を差し引いたお支払い実額でご参加いただきます。また、お申込み後、適応地域などが変更になるこ
とがあり、通常料金になる場合もございます。ご不明な点は担当者までお問合せください。

●最少催行人数:１名様 ●添乗員・現地係員：なし ●食事：なし ●宿泊先：西陣いちい
ご旅行に必要な最終のご案内書をご出発の 2 週間前頃にお渡ししますので、旅行中の手続き（宿泊先のチェックイン・アウトなど）は
お客様ご自身で行っていただきます。（最終のご案内で 24 時間対応の緊急連絡先をご案内します。）
旅行条件（要約）
●お申込金：お 1 人様につきご旅行代金の 20％ 旅行のお申し込みは所定のお申込書にご記入のうえ、申込金額を添えてお申込み下さい。申込金は旅行代金または、取
消料もしくは、違約料の一部として充当します。●この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。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。募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金をいただいた時に成立します。●旅行代金に含
まれるもの：JR 新幹線運賃,宿泊料金●旅行代金に含まれないもの:京都駅から宿泊先までの移動とそれにかかる費用、全食事代金その他個人的性質の諸費用及び税金
等諸費用 自宅から東京駅までの交通費や宿泊費用 東京駅から自宅までの交通費●旅行取消料金 ■ご出発の 2０日前～8 日前まで 旅行代金の 2０％
■ご出発の 7 日前～2 日前 旅行代金の 3０％ ■ご出発の前日 旅行代金の 4０％ ■出発当日の取消 旅行代金の 50％ 無連絡不参加または旅行開始後 旅行
代金の 100％ ●旅行条件基準日:2020 年 9 月 01 日
＊お申込みの際に別途お渡しする詳細旅行条件書を十分にお読みください

観光庁長官登録旅行業第１種第 2010 号 日本旅行業協会（JATA）会員

旅行企画実施

株式会社クルーズバケーション

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-8-1 第７セントラルビル７階

電話 03-6274-6171
総合旅行業務管理者：小林進

E-mail ktakahashi@cruisevacation.jp

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関
する責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明点が
ありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください

