
旅行のご案内
2021年7月～9月出発分



かつてない感動に出会う。

いま、「TRA IN  SU I TE  四季島」ならではの旅へ。

ご出発日の約2ヶ月前までにツアーの催行可否をお知らせいたします。
その後ご旅行代金の残金のお支払いについてご案内をお送りいたします。

いよいよ「TRAIN SUITE 四季島」の旅がはじまります。
最終行程表に記載された集合時間までに上野駅の「プロローグ四季島」にお越しください。

ご希望の出発日、コースが決まりましたら、「TRAIN SUITE 四季島」ホームページまたは同封の参加お申し
込み書で郵送にてお申し込みください。
受付期間：【ホームページ】2021年1月31日（日）18：00まで  【郵送】2021年1月31日（日）必着
※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。抽選結果は、2021年2月下旬頃までに書面でお知らせいたします。
　お申し込み方法の詳細は、ホームページまたは同封の参加お申し込み書をご覧ください。

お伺い書をお送りいたします。ご記入の上、ご返送ください。
ご返送いただいたお伺い書をもとに、お客さまの個別のご希望、健康状態、お食事のアレルギー等について
お伺いいたします。

集合場所・時間、行程、列車内での過ごし方などを明記した最終行程表をお送りいたします。
※ご案内、時間・日程等を最終行程表にて必ずご確認ください。

1. お申し込み

2. お申し込み手続き

3. 事前のお伺い (約3ヶ月前)

4. ご出発前の手続き (約2ヶ月前)

5. 最終行程表のご送付 (約2週間前)

7. ご出発当日

ご旅行に参加いただくお客さまには、お申し込み金請求書、その他ご案内をお送りいたします。
書類が到着した後、指定日までにクレジットカードまたは振込みにてお申し込み金をお支払いください。

スーツケースなどの大きなお荷物は、ご自宅（日本国内）から「TRAIN SUITE 四季島」車内のお部屋まで
宅配サービスをご利用いただけます（お1人様につき1個）。
※お帰りの際も、車内からご自宅まで宅配サービスをご利用いただけます。

6. お荷物宅配サービス

「ギャラリー四季島」
(東京駅八重洲中央口改札外)

「TRAIN SUITE 四季島」に興味をもっていただいたお客さまに、上質で特別な旅の世界観を感じていただく情報発信スペースです。
お申し込みを検討されているお客さまは、お申し込みの前にぜひお越しください。
詳細は「TRAIN SUITE 四季島」ホームページをご覧ください。

です。なお「ギャラリー四季島」での直接の旅行お申し込みは承っておりません。※

お申し込みから出発までのご案内 (共通)

TRAIN SUITE 四季島 検索

TRAIN SUITE 四季島 検索

※お申し込みから出発までのご案内内容及びスケジュールは変更となる場合がございます。 
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上野駅

日光駅

下車観光:日光

日光駅

函館駅

下車観光:函館

函館駅

伊達紋別駅

ニセコ花園温泉
ニセコ昆布温泉

登別温泉

登別駅

出発日 2021年  8月16日（月）、30日（月）豊かな自然が四季折々にみせる
風景や、自然と共にある
暮らしや文化にふれる旅

コースのご案内 【2021年7月～9月出発 3泊4日コース】

出発　上野駅

ニセコ連峰に囲まれた森の中に佇む「坐忘林」。きめ細かいサービスをお届けする
ため客室は15室のみ。一部屋ごとに独立した客室には、源泉掛け流しの内湯と露天
風呂が付いたプライベートテラスが備わっています。壮大な羊蹄山やニセコの深い森
の風景が望める、静かな隠れ家のような宿です。

ニセコ花園温泉 「坐忘林」（ざぼうりん）

【車内での昼食】

【車外での朝食】

【車内での昼食】

11：20頃発

6：10頃着

11：20頃発

14：30頃着

16：00～16：30
頃着

16：30頃着

15：10頃着

14：10頃着

17：00頃発

【車内での夕食】

車内泊

癒やしの時間を過ごす宿泊施設

3泊4日コースでは、2日目のお宿、3日目の観光「縄文コース」または「五能線コース」を事前に選択いただきます。

●部屋タイプ：リビングと寝室が分かれたスイートタイプ ●部屋の広さ：70～80㎡ ●室内に源泉掛け流しの内湯と露天風呂がござい
ます。 ●食事場所：お食事処   ※部屋は全室禁煙です。  ※館内は電波の都合上、テレビ一般放送（地上デジタル放送及びBS放送）
はご視聴いただけません。

料理
監修

「TRAIN SUITE 四季島」の大きな魅力の一つは車内外で味わう各地の料理の数々
です。「訪れる地」「本物の上質感」を感じていただき、感動体験を創出するこだわり
の食を提供するため、日本人として初めてフランスでミシュラン一つ星を獲得した中村
勝宏と、「TRAIN SUITE 四季島」の初代総料理長 岩崎均が料理の監修を務めます。 監修

岩崎 均
総監修
中村 勝宏

食事

朝食

夕食

車外料亭 冨茂登

料理長 尾形 有司

函館での朝食は函館山の麓、を意味
する料亭「冨茂登」にて函館ならではの
海の幸、イクラ、イカをご堪能ください。

夕食は各お宿が用意する山海の恵みをふんだんに味わえる絶品の料理をご堪能ください。

昼食 車内クリマ

シェフ 関川 裕哉

地元の食材から素材を厳選し、一皿一皿
組み立てる「クリマ」の道南の風土を感じ
られるフレンチをお楽しみください。

1日目

2日目

「TRAIN SUITE 四季島」の旅は上野駅からはじまります。落ち着きのあるラウンジ「プロローグ四季島」からトレイン
クルーが列車へとご案内いたします。

アイヌ文化公演と函館市電の貸切運行 （北海道）

函館は縄文時代から津軽海峡を挟み青森との交流が盛んだった街。一方、北からは
北方民族のさまざまな文化が入ってきました。そして1854年、ペリー来航により日本の
玄関口として発展していきます。先住民アイヌが大切に守ってきた文化と、国際都市
へと花開いた函館の歴史絵巻を巡ります。その後、函館駅までは「TRAIN SUITE 
四季島」のお客さま専用に函館市電を貸切運行いたします。

登別温泉郷 「滝乃家」（たきのや）

和の佇まいと洋の快適性が備わった新しいスタイルの温泉旅館「杢の抄」。泉質は
ニセコ昆布温泉特有の塩化物泉で、なめらかな肌触りが特徴です。お部屋は展望
露天風呂付きの客室です。ニセコの豊かな自然と、心が通うもてなしに包まれた格別
のひとときをお過ごしいただけます。

ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 「杢の抄」（つるがべっそう もくのしょう）

●部屋タイプ：和室リビングとツインルーム（ベッド）からなるスイートタイプ ●部屋の広さ：66～78㎡ ●室内のデッキテラスに展望
露天風呂がございます。 ●食事場所：お食事処　※部屋は全室禁煙です。

●部屋タイプ：和室または和洋室からなるスイートタイプ ●部屋の広さ：83～92㎡ ●室内のウッドデッキ横に源泉掛け流しの露天風呂
がございます。 ●食事場所：客室内の食事専用のお部屋にて

登別温泉の中でも静かな環境に佇むのが、くつろぎの宿「滝乃家」。廊下は畳敷の
ため、靴を脱いで家にいるようなくつろぎに満たされます。落ち着いた雰囲気の客室
には森や庭園が望める露天風呂がございます。細部にまでこだわったサービスで、
お客さまをお迎えします。

利用バス会社：ジェイアールバス関東、ジェイ・アール北海道バスTRAIN SUITE 四季島 バス

食事
夕食 車内TRAIN SUITE 四季島
「TRAIN SUITE 四季島」の総料理長 佐藤滋による旅先ならではのフレンチディナーを
ご提供いたします。車内での特別なひとときをお過ごしください。

昼食 車内くろぎ

総料理長 佐藤 滋

「くろぎ」の主人、黒木純が日本中から選りすぐった食材。それらの良さを最大限に
引き出し、五味五感によって四季を表現します。和食の名店「くろぎ」の料理が、旅の
はじまりを彩ります。

上野駅を出発した列車が初めに訪れる場所が日光です。古くから山岳
信仰の地として、また豊かな自然の美しさで多くの旅人を惹きつけて
きた日光。その中でも、江戸の真北に位置し、260余年ものあいだ江戸
の泰平を見守り、幕府の精神的支柱として繁栄を支えた世界文化
遺産・日光東照宮へご案内します。建築物に施された彫刻数は、陽明
門だけでも500、総数は5000以上。そこに込められた平和への願い
を紐解きつつ、歴代の将軍にのみ執り行われた特別祈祷を追体験
していただき、旅の安全を祈願します。また、日光駅では貴賓室や、
漆喰の壁とシャンデリアが美しいかつての一等待合室「ホワイト
ルーム」などを見学し、ご出発までのひとときをお過ごしいただきます。

日光東照宮 （栃木県）

※本パンフレット掲載の情報は2020年10月現在のものです。内容は変更となる場合がございます。
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3日目は「縄文コース」または「五能線コース」から選択いただけます。(参加お申し込み書にてご希望のコースを承ります。)

食事

昼食

朝食

車内モリエール･カフェ「降っても晴れても」
季節の食材を使った、出来立て感あふれる「北海道フレンチ」を提供する、モリエール（本店）の
考え方そのままに、確かなフレンチの味をカジュアルにお楽しみいただきます。モリエールオーナー
シェフ、中道博プロデュースの味をご体験ください。

朝食はそれぞれのお宿で道内の素材を中心とした料理をゆっくりとお楽しみください。

シェフ 川口 正典

シェフ 宮田 圭司

巨匠シャガールが描いた巨大な舞台背景画を所有する青森県立美術館内の「4匹の猫」にて、
八甲田山麓のHOTEL Jogakuraで腕を振るうシェフ川口正典による青森フレンチをご堪能くだ
さい。海の幸、山菜や品種が豊富なリンゴなど青森の滋味をより美味しく仕立ててお届けします。

夕食 車外HOTEL Jogakura縄文コース

秋田の地で受け継いだ味と技法を変えず、洋の素材も取り入れながら江戸料理の伝統を
守っています。華美でなく、派手でなく、美しく。ぜひその味を「リゾートしらかみ四季島号」車内
にてお楽しみください。

夕食 リゾートしらかみ四季島号車内日本料理 たかむら五能線コース

料理長 高村 宏樹

日本最大級の縄文集落跡として知られる「三内丸山遺跡」。自然と
共生し、自然を巧みに利用することにより、持続可能な定住生活を
実現した暮らしには豊かな知恵が詰まっています。五千年の時空を
超えた古代ロマンをご体感ください。

縄文コース　三内丸山遺跡 （青森県）

少し早いご出発となりますが、ご希望により「ほんとうに気持ちいい
キャンプ場」2002年日本一に認定されたニセコサヒナキャンプ場にて、
生産者の声を聞きながら特産品のご案内をさせていただきます。

山のマルシェ （北海道）　※ニセコ方面ご宿泊のお客さま

利用バス会社：ジェイ・アール北海道バス、ジェイアールバス東北、庄内交通、越佐観光バス

9：50頃発

10：50頃発

洞爺駅

【車内での昼食】

車内泊

東室蘭駅

ニセコ花園温泉
ニセコ昆布温泉

登別温泉

21：50頃着

22：10頃発

21：10頃発

13：20頃発 13：30頃発

13：10頃着

14：30頃着

17：00 頃発

新函館北斗駅

下車観光:青森
下車観光：
五所川原

リゾートしらかみ
四季島号乗車

五能線コース

青森駅

【車内での夕食】

北海道新幹線
(グランクラス

またはグリーン車)※

【車外での夕食】

16：40頃着

新青森駅

木造駅

青森駅

縄文コース

21：50頃着

弘前駅

新函館北斗～新青森間は北海道新幹線「はやぶさ」に乗車、
「TRAIN SUITE 四季島」との青函トンネル乗り比べをお楽しみくだ
さい。五所川原では20メートル超の雄大な立佞武多（たちねぷた）を
間近でご覧いただけます。また、木造～弘前間は、JR東日本のリゾート
列車のさきがけ「リゾートしらかみ」を貸切運行いたします。海岸線に
は、数々の景勝地が点在。夕刻には、天気が良ければ日本海の水平線
に沈みゆく夕日をご覧いただけます。
※北海道新幹線の座席は、四季島スイート、デラックススイートのお客さまはグランクラス、スイートのお客さまはグリーン車のご案内となります。

五能線コース　
北海道新幹線と五能線「リゾートしらかみ四季島号」 （青森県・秋田県）

TRAIN SUITE 四季島 列車バス

3日目

庄内平野の中心を流れる最上川が注ぐのは日本海。その母なる海で自由自在に泳ぐ
クラゲを展示する加茂水族館。クラゲの展示数世界一を誇るこの水族館に、開館前
の特別な時間にご案内いたします。普段とは違った静寂の中、クラゲたちの幻想的
な姿をゆっくりとご観賞ください。

① 加茂水族館 （山形県）

あつみ温泉は元来、温海（あつみ）温泉と書き、1000年以上の歴史がある温泉です。
川底から湧き出た温泉が海を温めたことが地名の由来とも言われています。この
旅では、温泉街の名旅館「萬国屋（ばんこくや）」で旅の疲れを癒やす、至福の時間
をお楽しみください。

② あつみ温泉での入浴 （山形県）

日本の三大古代布の一つに数えられるしな織布は、科（しな）の木の中皮を糸にして
織り上げます。梅雨の頃の木の皮剥ぎからはじまり、雪が降りはじめる頃糸に紡がれ、
20以上の工程を経て織り上げられます。熟練した匠による手仕事をご紹介します。

③ 伝統工芸・しな織布 （山形県）

④ 車内滞在

①～④のお好きなプランを選択いただけます。(出発までの間にお伺いします。)

4日目

「TRAIN SUITE 四季島」の車内でゆっくりとお過ごしください。

食事
昼食 車内せかい鮨 / 鮨・割烹 丸伊 / 寿司安

山田 藤市横山 範夫吉沢 俊哉

新潟ならではのネタや旬の地魚をこだわりの魚醤油で召し上がって
いただくというスタイルで好評を得ている「新潟すし組合」提供の
「極み」。凝縮された新潟ならではの寿司の味わいを、握りたての
寿司でご堪能ください。 

朝食 車内アル・ケッチァーノ

シェフ 奥田 政行

多様な地形により、海の幸・山の幸に恵まれ一年中多品種の野菜や果物が収穫されるなど
豊富な食材の産地として注目を集めている山形県庄内地方。庄内の食材の持ち味を最大限
に引き立てた朝食を日本海を眺めながらお楽しみください。

せかい鮨 鮨・割烹 丸伊 寿司安

玉川堂は約200年にわたり金鎚で銅を叩いてつくる「鎚起銅器」の技を、風雪厳しい
この地で守り続けてきました。旅の最終日最後の下車地で、日本が世界に誇る物
づくりの伝統と粋（すい）を、間近でご覧いただきます。

玉川堂（ぎょくせんどう）の鎚起銅器（ついきどうき） （新潟県）

7：40頃発

5：30頃発

6：00頃着

鶴岡駅

あつみ温泉駅

新津駅

下車観光:燕(つばめ)

東三条駅

上野駅

【車内での朝食】

【車内での昼食】

5：10頃着

9：30頃着

12：30頃発

17：10頃着

下車観光:
庄内①

下車観光:
庄内②・③

※本パンフレット掲載の情報は2020年10月現在のものです。内容は変更となる場合がございます。
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20：40頃着

21：30頃発

下車観光:会津若松

11：20頃発

会津若松駅

6：10頃着

喜多方駅

16：50頃着

上野駅

【車内での昼食】

【車外での朝食】

姨捨駅

車内泊

塩山駅

下車観光:山梨

塩山駅

里山、棚田、ぶどう畑などの
ぬくもりのある風景や、その地に
息づく工芸品の粋(すい)を味わう旅

コースのご案内 【2021年7月～9月出発 1泊2日コース】

11：40頃着

16：30頃発

【車内での夕食】

【車外での昼食】

上野駅

9：10頃発

1日目

宮光園は日本におけるワイン産業の先覚者・宮崎光太郎が自宅に
整備した宮崎葡萄酒醸造所と観光ぶどう園の総称。日本のワイン
造りがはじまったとも言えるこの地を訪れ、甲州ワインの歴史と文化
を紐解いていただきます。

１泊２日という限られた時間の中で存分に「TRAIN SUITE 四季島」の
旅を味わっていただくために、朝は少し早めの時間に出発いたします。
これからはじまる旅に期待を膨らませ、まずはラウンジ「プロローグ
四季島」でゆっくりとおくつろぎください。お時間になりましたらトレイン
クルーが列車へとご案内いたします。

宮光園（みやこうえん） （山梨県）

世界的コンクールで数々の輝かしい受賞歴を持ち、日本を代表する
老舗名門ワイナリーにて、甲州ワインを知り尽くしたコンシェルジュに
よるワインセミナーを行います。ワインセミナーでは甲州ワインを中心
としたテイスティングと、ワイナリーレストラン「ゼルコバ」総料理長の
広田昭二シェフによるカナッペをお楽しみいただきます。

ルミエールワイナリー （山梨県）

出発　上野駅

昔から肥薩（ひさつ）線矢岳越え（九州）、旧根室線狩勝峠（北海道）と
合わせて「日本三大車窓」と言われた姨捨駅周辺から眺める善光寺平。
「TRAIN SUITE 四季島」では姨捨駅付近で、今は普通列車でしか
体験できないスイッチバックを行います。 眼下に広がる夜景をご覧
いただきながら、ホームにつくられた長野県産の木材などをふんだんに
使用した専用ラウンジ「更級の月」に移動して、お飲み物などをお楽しみ
いただきます。

姨捨駅（おばすてえき）の夜景 （長野県）

「TRAIN SUITE 四季島」は阿賀野川沿いを走り、早朝喜多方駅に到着します。喜多方駅では、清 し々い朝の散策など
をお楽しみください。

喜多方 （福島県）

会津は漆の産地として長い歴史を持つ地。会津漆器はぬくもりと
落ち着きのある光沢を放ち、漆の持つ保湿性からしっとりした質感
に仕上がるのが特徴です。創業180余年の老舗・鈴善(すずぜん)
漆器店では、独自の技法を受け継ぐ職人たちの手で、堅固で美しく
使いやすい会津漆器をつくり続けています。工房を訪れ職人の技を
見学し、奥深い会津漆器の世界にふれていただきます。

会津漆器 （福島県）

2日目

出発日 2021年 7月3日（土）
  8月21日（土）
  9月4日（土）、11日（土）

食事

昼食 車外別邸 坐忘

料理長 保坂 実

和敬清寂（わけいせいじゃく）のおもて
なしを味わっていただく茶懐石と甲州
ワインの和のマリアージュをお楽しみ
ください。

夕食 車内TRAIN SUITE 四季島

総料理長 佐藤 滋

「TRAIN SUITE 四季島」の走る土地
ならではの食材を使ったフレンチディナー
を車内にてご堪能ください。

食事

朝食 車外田季野

女将 馬塲 由紀子

地元産の食材を会津の器「曲げわっぱ」
でお召し上がりいただく「輪箱飯(わっぱ
めし)」をお楽しみください。

昼食 車内オトワレストラン

シェフ 音羽 和紀

宇都宮に根ざし、地域の食材、風土を
表現したテロワールを味わっていただ
ける渾身の料理を提供いたします。

利用バス会社：富士急バス、ジェイアールバス東北

料理
監修

「TRAIN SUITE 四季島」の大きな魅力の一つは車内外で味わう各地の料理の数々
です。「訪れる地」「本物の上質感」を感じていただき、感動体験を創出するこだわりの
食を提供するため、日本人として初めてフランスでミシュラン一つ星を獲得した中村勝宏
と、「TRAIN SUITE 四季島」の初代総料理長 岩崎均が料理の監修を務めます。 監修

岩崎 均
総監修
中村 勝宏

※本パンフレット掲載の情報は2020年10月現在のものです。内容は変更となる場合がございます。TRAIN SUITE 四季島 バス

7：00頃発
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ご旅行代金　

※四季島スイート、デラックススイートのお客さまは、後日2日目の宿泊先をお選びいただけます。ご希望は当選後に伺います。

ご宿泊／１日目：車内　２日目：「坐忘林」、「杢の抄」または「滝乃家」　３日目：車内　　お食事／朝食３回、昼食４回、夕食３回

ご宿泊／車内　　お食事／朝食1回、昼食2回、夕食1回

2021年7月～9月出発 1泊2日コース

2021年7月～9月出発 3泊4日コース

2名様1室利用 1名様1室利用

1,000,000

950,000

800,000 1,200,000

1,425,000

1,500,000

ご旅行代金（お1人様）

・ニセコ花園温泉「坐忘林」
・ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘「杢の抄」
・登別温泉郷「滝乃家」
　からお選びいただけます

四季島スイート（メゾネットタイプ） １室

デラックススイート（フラットタイプ） １室

スイート　１５室

「TRAIN SUITE 四季島」客室タイプ 2日目宿泊先

※

2名様1室利用 1名様1室利用
ご旅行代金（お1人様）

四季島スイート（メゾネットタイプ） １室

デラックススイート（フラットタイプ） １室

500,000

450,000

370,000 555,000

675,000

750,000

スイート　１５室

「TRAIN SUITE 四季島」客室タイプ

[単位:円]

[単位:円]

【共通のご案内】
・出発・到着／上野駅　※ハイヤー送迎をご利用になる場合は、ハイヤーの出発地から上野駅、上野駅から到着地までが旅行行程となります。
・添乗員／上野駅出発より、上野駅帰着までトレインクルーが添乗員としてご案内いたします。
・募集人員／34名（各室2名様でご利用いただいた場合）　・最少催行人員／28名
・1室を3名様以上ではご利用になれません。　・旅行のご参加は出発時に中学生以上のお客さまとさせていただきます。
・ご旅行代金に含まれるもの
  旅行行程に記載された全行程の鉄道の運賃・料金、車内サービス、貸切バスの料金、お食事・お飲み物料金（一部を除く）、
  観光に関する料金、宿泊料金・消費税等諸税・サービス料等（3泊4日コースのみ）
  ※四季島スイート、デラックススイートご利用のお客さまは、都内周辺のご指定の場所から上野駅まで、出発時・到着時ともにハイヤー送迎を料金不要でご利用いただけます（上野駅から50km圏内）。
  　スイートご利用のお客さまも有料のオプショナルサービスにてハイヤー送迎のご利用が可能です。詳細はお申し込み手続き後にご案内いたします。

・ご旅行代金に含まれないもの
  出発時の上野駅まで、および到着時の上野駅からの交通費（ハイヤー送迎ご利用の場合を除く）、クリーニング代、電話料金、
  追加の飲食費など個人的性質の諸経費およびそれに伴う税・サービス料、傷害・疾病に関わる医療費等

客室のご案内
おもてなしを極めた豊かで上質な旅の時間をお過ごしください。

デラックススイート（フラットタイプ）　1室(7号車)
（広さ約14㎡、温水洗浄便座付トイレ、バスタブ・シャワーブース付き）

四季島スイート（メゾネットタイプ）　1室(7号車)
（広さ約20㎡、温水洗浄便座付トイレ、バスタブ・シャワーブース付き）

スイート　15室(2・3・4・8・9号車)
（広さ約9㎡、温水洗浄便座付トイレ、シャワーブース付き）
車椅子でご利用いただけるバリアフリー対応の客室をスイートに1室（403号室）ご用意しております。(広さ約10㎡)
なお、バリアフリー対応のお部屋の数には限りがございますので、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。

【ご利用いただける客室サービス】
・旅行中はトレインクルーがご同行いたします。滞在中はいつでも遠慮なくお声掛けください。
・快適なご滞在のため、各種備品・アメニティをご用意いたします。
・シューシャイン(靴磨き)サービス(3泊4日コースの2日目)がございます。

(階下 :ベッドルーム）
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ご利用に際して
お申し込みの前に必ずご一読ください。

各コースの運行ルート

【お申し込みについて】
・旅行のご参加は出発時に中学生以上のお客さまとさせていただきます。
・20歳未満のお客さまのご参加は、親権者の同意が必要です。
・妊娠中の方、補助犬をお連れの方など、特別なお手伝いを必要とするお客さまは、その旨を旅行のお申し込み時にお知らせください。
 当社は可能かつ合理的な範囲で応じさせていただきます。なお、この場合、利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合がございます。
 また、現地事情や輸送機関等の状況などにより、ご旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者または介助者の同行などを条件とさせていただくか、
 お客さまの同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
 その際、お申し出の時期によっては、取消料が必要となる場合がございます。
・ペット同伴でのご参加はご遠慮ください。
・商用目的の取材や撮影の場合は、必ず事前にツアーデスクまでお申し出ください。内容によってはお断りする場合もございます。
・ご旅行代金は代表者様ご一括でのお支払いとさせていただきます。

【車両および客室について】
・スイートの客室番号・号車の指定はお受けいたしかねます。バリアフリー対応のお部屋になる場合がございます。
・車いすでご利用いただけるバリアフリー対応の客室をスイートに1室ご用意しております。
  なお、バリアフリー対応のお部屋の数には限りがございますので、ご希望にそえない場合がございます。予めご了承ください。
・他のお客さまとの相部屋はお受けできません。1名様でご利用の場合は1名様1室利用のご旅行代金が適用されます。
・客室、共用スペースを含め、車内は禁煙です。お煙草は5号車ラウンジの喫煙スペースをご利用ください。
・全室シャワーブース・温水洗浄便座付トイレを備えております。また、四季島スイート、デラックススイートにはバスタブがございます。

【ご旅行の際の服装について】
列車内の共用スペース、各地でのお食事の際は下記の服装のご着用をお願いいたします。
〈男性〉襟付きのシャツ、ポロシャツ、ジャケット、セーター（タートルネックを含む）、スラックスなどの長ズボン、ジーンズなど
〈女性〉ブラウス、セーター（タートルネックを含む）、スカート、スラックス、ジーンズなど
※Tシャツ、半ズボン、ジャージ、サンダル（女性用バックストラップのあるものは除く）、浴衣などの着用はご遠慮ください。
※ジーンズは、色落ちの激しいもの、穴あき、ほつれのあるものは、ご遠慮ください。

【車内での夕食（ディナー）時の服装について】
「TRAIN SUITE 四季島」車内の夕食（ディナー）は、特別なひとときをおしゃれをしてお楽しみください。
〈男性〉スーツ、ジャケット、ブレザーなど　　〈女性〉ワンピース、ツーピース、ブラウス、スカートなど

【ショッピングについて】
・観光地でのショッピングにつきましては、お客さまご自身の責任でご購入ください。
 当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。ご購入の際はご自身で商品の確認をお願いいたします。

【取り消し等について】
・ご旅行の取り消しの受け付けは「TRAIN SUITE 四季島」ツアーデスクの営業時間内に限らせていただきます。（営業時間：10：00～17：30、休業日：水・土曜日、年末年始〈12/28～1/3〉）
・お申し込み後の出発日、客室タイプ、2日目宿泊先及び3日目の観光コース（3泊4日コース）の変更は、お受けいたしかねます。

【移動について】
・貸切バス会社：ジェイアールバス関東、ジェイ・アール北海道バス、ジェイアールバス東北、庄内交通、越佐観光バス、富士急バスまたは同等の会社
・交通機関の遅延、不通、経路変更など、またこれらによって旅行日程の変更、目的地や滞在時間の短縮、観光箇所の変更・削減などが生じた場合、
 当社は旅行契約上の責任は負いかねますが、当初の日程に沿った旅行サービスが提供できるよう努力いたします。

【その他】
・本パンフレットに掲載の写真・イラストはすべてイメージです。掲載の風景写真は、時季・気象状況により実際と異なる場合がございます。
・行程内の出発時刻、到着時刻は変更となる場合がございます。
・お持込みになられたお荷物を客室外でお預かりすることは出来かねますので、予めご了承ください。
・各種割引、「JRE POINT」は適用対象外となります。
・インターネットオークションやフリーマーケットアプリ等での第三者への転売はお控えください。転売等の行為があった場合、旅行契約の締結をお断りする場合がございます。
・ご同行者様がキャンセルとなり、お1人様での参加となる場合は、1名様分の取消料の他に、1名様1室利用のご旅行代金が適用となります。
・本パンフレットの情報は、2020年10月現在のものです。内容は変更となる場合がございます。

会津若松

上野
塩山

姨捨

喜多方

上野

日光

新津

あつみ温泉
鶴岡

青森

函館

登別洞爺

伊達紋別 東室蘭

新函館北斗

弘前

東三条

〈1泊2日コース〉〈3泊4日コース〉
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1. 募集型企画旅行契約　　　　　　　　　　
(1) このご旅行は、株式会社びゅうトラベルサービス（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、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（以下「旅行契約」といいます。）することになります。
(2) この旅行条件については、次によるほか、パンフレット類（日程表を記載）又は確定書面（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。
(3) 当社は、お客さまが当社の定める旅行日程表に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を
受けることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。
2. 旅行のお申し込み　　　　　　　　
(1) 当社所定の旅行お申し込み書（以下「お申し込み書」といいます。）に所定の事項を記入の上、下記 (4) のお申し込み金（お一人様につき）を
添えてお申し込みいただきます。お申し込み金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。
(2) お客さまが旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申し込み時に申し出てください。可能な範囲内で、当社はこれに応じます。
なお、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は、お客さまの負担とします。
(3) 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お申し込みを受け付けることがあります。この際、
ご予約の時点では、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（当社の定めた期間内）にお申し込み書
とお申し込み金を提出していただいた時点で、契約の成立といたします。この期間内にお申し込み金を提出されない場合、当社は予約がなかった
ものとして取り扱います。
(4) お申し込み金（お一人様）

(5) ビューカードまたは当社提携クレジットカード会社のカード（以下併せて「提携会社のカード」といいます。）の会員（以下「会員」といいます。）より、
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お申し込みを受け、会員の署名なくして旅行代金等の当社に対する金銭債務（以下「旅
行代金等」といいます）の支払を受けること（以下「通信契約」といいます。）により旅行契約を締結する場合は通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
① 通信契約は当社が契約の締結を承認する旨の通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。
② 「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い戻しの債務の履行をすべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
③ 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第１３項の取消料と同額の違約
料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
3. お申し込み条件　　　　　　　　　　　　　　
（1）当商品へのお申し込みは、出発時に中学生以上のお客さまに限らせていただきます。
（2）20 歳未満の方は、親権者の方の同意をいただいてのお申し込みとなります。
（3）血圧異常、心臓病等現在健康を害している方は医師の診断書を提出していただくことがあります。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場
合はご参加をお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。
（4）お客さまがご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診察又は加療が必要と判断する場合は、必要な措置をとることがあります。これ
にかかる一切の費用はお客さまのご負担となります。
（5）お客さまのご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
（6）他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
（7）お客さまが暴力団員、暴力団関係者、総会屋等その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
（8）お客さまが当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加を
お断りする場合があります。
（9）お客さまが風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする
場合があります。
（10）健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠
中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、
参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください）。あらためて
当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
（11）前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置に
ついてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
（12）当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等
を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた特別な措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、
又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する
費用は原則としてお客さま負担とします。
4. 契約の成立と書面の交付
（1） 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し第 2項のお申し込み金を受領したときに成立するものとします。
（2）前号の規定に係らず、通信契約においては当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達したときに成立するものとします。
（3）当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金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」といいます）をお渡しいたします。
（4）旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約
書面に記載するところによります。
5. 確定書面（最終日程表）の交付
（1）契約書面において旅行日程または運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を
限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降のお申し込みに
関しては旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した書面（以下「確定書面」といいます）をお渡しいたします。この場合、当社が手配し、
旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。
（2）本項 (1) の場合において、手配状況の確認を希望する方から問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切に
これに応じます。
6. 旅行代金のお支払い　　　　
（1）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 2ヶ月目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって2ヶ月目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。
（2）当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくしてご旅行代金等のお支払いを受けます。この場合は、カード利用日は旅
行契約成立日とします。
7. 旅行代金の適用　　　　　　　　　
旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。
8. 旅行代金に含まれるもの
旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。ただし、お客さま負担と明示したものは除きます。
（1）鉄道、航空機、船舶等利用交通機関の運賃、料金　　　　
（2）旅行日程に明示した空港、駅、港とホテル・旅館の間の送迎バス料金　　　　　　　　　　　　　　　　
（3）旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料金）
（4）旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料　　　
（5）旅行日程に明示した食事・お飲み物の料金及び税・サービス料　　　

（6）団体行動中の心付　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（7）添乗員の同行費用　　
上記諸費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前第 8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・電話代、ホテル・旅館等のルームボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸経費及びそれ
に伴う税・サービス料金
（2）傷害、疾病に関する医療費　　　　　　　　　　　　　　
（3）別途希望により1人部屋を使用される場合の追加料金
（4）希望者のみ参加する別途料金のオプショナルツアー等の経費　　　
（5）ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費　　　　　　　　
（6）任意の旅行傷害保険料
（7）一部の飲み物や特別に手配する食事
10. 旅行内容の変更　　　　　　　　
当社は旅行契約の締結後であっても、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、当初の運行計画に
よらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さ
まにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の企
画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11. 旅行代金の変更　　　　　　　　
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
（1）利用する運送機関の運賃・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改訂されたときはその改訂分だけ旅行
代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始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にその旨をお
客さまにご連絡いたします。
（2）当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用（契約内容の変更に伴い発
生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます。）の増加を伴う契約内容の変更（運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っている
にもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。）がなされた時、当社は変更差額分だけ、
旅行代金を変更することがあります。
12. お客さまの交替　　　　　　　　　　
（1）お客さまは、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方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の事項を記入のうえ、
当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として 10,000 円をいただきます。但し、1 室ご利用のお客さま全員が交替となる場合
は取消扱いとなります。また、出発後のご参加者の途中交替はできません。
（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が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客さまの当該旅行
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、当社は交替をお断りする場合があります。
13. お客さまによる旅行契約の解除　　　
（1）お客さま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を解除することができます。ただし契約解除のお申
し出は、お申し込み店舗の営業時間内にお受けします。この場合、既に収受している旅行代金（あるいはお申し込み金）から所定の取消料を差引
き払い戻しいたします。通信契約を締結した場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払戻します。
（2）お申し込み金のみで本項（1）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。また、旅行契約成立後にコース及び出発日を変更さ
れた場合も下記の取消料の対象となります。

当社の責任とならないローンの取扱上の事由により、お取り消しになる場合も上記の取消料をお支払いいただきます。
（3）お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。
① 契約内容の変更が第 21 項の表中 (1) ～ (8) に掲げる項目その他の重要な旅行内容の変更であるとき。
② 第 11 項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な
実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社がお客さまに対し、別途定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
（4）旅行開始後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
① お客さまのご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
② お客さまの責に帰さない事由により契約書面、又はパンフレット等に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がそ
の旨を告げたときは (1) の規定によらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領できなくなった部分を解除することができます。この場
合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。ただし、当社
の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支
払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払い戻します。
14. 当社による旅行契約の解除
（1）お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは前項の取消料に相当す
る額の違約料をお支払いいただきます。
（2）当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金（あ
るいはお申し込み金）の全額を払い戻しいたします。
① お客さまが、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 お客さまが病気、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 お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行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 お客さまが第 3項（7）（8）（9）のいずれかに該当することが判明したとき。

⑤ お客さまが、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑥ お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目（日帰
り旅行については 3日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
⑦ スキーを目的とする旅行における必要な積雪量等の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きい
とき。
⑧ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他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。
⑨ 通信契約を締結した場合であって、会員の有するクレジットカードが無効になる等、会員が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を、クレジット
カード会社のカード会員規約に従って決済することができなくなったとき。
（3）当社は本項第１号により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいはお申し込み金）から前項の取消料相当額の違約料
を差し引いて払い戻しいたします。通信契約を締結した場合は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして違約料の支払を受け
ます。この場合、当社が解除の通知を行った日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から違約料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。
（4）旅行開始後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客さまに理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代
金のうちお客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の
既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払い戻しいたします。
① お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
② お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客さまに対する
暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ お客さまが、第 3項（7）（8）（9）までのいずれかに該当することが判明したとき。
④ 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、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、
旅行の継続が不可能となったとき。また、上記①及び④の場合により、当社が旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて、お客さまのご
負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。
15. 旅行代金の払戻し　　　　　
当社は、第 11 項により旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客さまによる旅行契約の解除において、お客さまに対し払い戻すべき
金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しに
あっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。但し、旅行を中止したためにそ
の提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料のその他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、こ
れをお客さまの負担とします。また、これは第 19 項、第 23 項に規定するところによりお客さま又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げる
ものではありません。
16. 旅程管理　　　　　　　　　　　　　　
当社は、お客さまに対し次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。ただし、当社がお客さ
まとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。　
（1）お客さまが旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確
実に受けられるために必要な措置を講じます。
（2）前 (1) の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程
が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう旅行契約の内
容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。
17. 当社の指示　　　　　　　　　　　　　
お客さまは旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりま
せん。
18. 添乗員等の業務　　　　　　
（1）当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、第 16 項に掲げる業務その他当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせ
ることがあります。
（2）本項 (1) の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は 8時から20 時までとします。
19. 当社の責任及び免責事項　　　　　　　　　　　　
（1）当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意又は過失によりお客さま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。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。
（2）当社は、手荷物について生じた本項 (1) の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては 14
日以内に当社に通知があったときに限り、お客さま1名につき15 万円を限度（当社に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。
（3）お客さまが次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本項 (1) の責任を負いません。
ａ）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
ｂ）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、旅行の中止　
ｃ）官公署の命令、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・中止
ｄ）自由行動中の事故
ｅ）食中毒
ｆ）盗難
ｇ）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じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
20. 特別補償　　　　　　　　　　　　　　
（1）当社は、第 19 項 (1) の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客さ
ま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、その生命、身体又は手荷物の上に被られ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。
（2）(1) の損害について、当社が第 19 項 (1) の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、
当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
（3）お客さまが募集型企画旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由
行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハンググライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項 (1) の補償金、見舞金を支払
いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
21. 旅程保証
（1）当社は、上表左欄に掲げる契約内容の重要な変更（次の各号に掲げる変更（運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにも
かかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。）を除きます。）が生じた場合は、旅行
代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客さまに対し支払います。ただし、当該変更
について当社に第 19 項 (1) の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合はこの限りではありません。
① 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更等の当初の運行計画によ
らない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
② 第 13 項から第 14 項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。
（2）上表左欄 (1) ～ (8) の項目につき「1 件」とは、運送機関の場合は 1フライト、1 乗車、1 乗船につき、また宿泊機関については、1 泊につき、
その他のサービス提供内容の場合は、各変更項目 1変更につき、それぞれ 1件として数えます。従って同一旅行の中で複数の補償もあり得ます。
（3）上表の右欄「1件あたりの率」とは、1件あたりの「旅行代金」に対する率をいいます。又、上段記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、
下段記載の率は「旅行開始後に変更通知した場合」です。
（4）本項 (1) の規定にかかわらず、当社がお客さま 1 名に対してひとつの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15％を乗じて得た
額を上限とします。また、お客さま1名に対してひとつの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金は支
払いません。

22. 旅行条件・旅行代金の基準　　　　　　　　　　
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
23. お客さまの責任　　　　　　　　　　
（1）お客さまの故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、
お客さまによる取消料、違約料その他の支払いの有無にかかわらず、当社はお客さまに対し損害の賠償を請求します。
（2）お客さまは、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の企画旅行契約の内容についてご理解いただくよう努めてください。
（3）お客さまは、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領できますよう、万が一契約書面と異なる旅行サービスが
提供されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にお申し出ください。
24. その他
旅館・ホテル等において、お客さまが料理、飲み物、その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等相当額が課せられます。
25. 個人情報の取扱いについて
（1）当社及び受託旅行業者は、旅行お申し込みの際に提出されたお申し込み書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利
用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、(1) 会社及び提携する企業の商品やサービス、キャ
ンペーンのご案内、(2) 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、(3) 各種アンケートのお願い、(4) 特典サービスの提供等にお客さまの個人
情報を利用させていただくことがあります。
（2）当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要とな
る最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、
催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
個人情報の取扱いに関するお問合せ先
当社総務部
電話：03-5610-3200　FAX：03-5610-4711
または当社ホームページ (http://www.v-travels.co.jp/privacy/) をご参照ください。

お申し込みの際には必ずこのご旅行条件書を十分にお読みください。
（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、及びこの書面のとおり旅行契約が締結された場合は第12条の５により交付する契約書面の一部となります。）
( オプショナルサービスのご旅行条件については、お申し込み時に別途ご案内いたします。)

ご旅行条件

お申し込み金 旅行代金の２０％

①２１日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあたっては１１日目）

②２０日目にあたる日以降の解除
（日帰り旅行にあたっては１０日目）
（③～⑥を除く）

③７日目にあたる日以降の解除
（④～⑥を除く）

④旅行開始日の前日の解除 

⑤旅行開始当日の解除 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 

無料

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

旅行代金の４０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

旅行契約の解除日

旅行開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

取消料

１．５％
３．０％

１．０％
２．０％

１．０％
２．０％

１．０％
２．０％

１．０％
２．０％

１．０％
２．０％

１．０％
２．０％

２．５％
５．０％

（1）契約書面に記載した旅行出発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宿泊機関の種類又は名称の変更

（7）契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

（8）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

変更補償金の支払いが必要となる変更 １件あたりの率

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取扱う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てご不明な点がありましたら、ご遠慮なく営業所の取扱管理者にお訊ね下さい。

「TRAIN SUITE 四季島」 ツアーデスク

営業時間 ： 10 : 00～17 : 30　休業日 ： 水・土曜日、年末年始〈12/28～1/3〉

※全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
※一部(IP電話・衛星電話)ご利用いただけない場合がございます。

ナビダイヤルをご利用いただけないお客さまは、03-6231-7216におかけください。

観光庁長官登録旅行業第 1135 号　〒130-0013　東京都墨田区錦糸三丁目 2 番 1 号
株式会社びゅうトラベルサービス旅　　　行

企画・実施 2020.5 改正

お 問 合 せ

0570-00-7216

〈本コースは「国内旅行傷害保険」付です〉
入院・通院とも一日目から補償いたします。保険料は旅行代金に含まれます。

【保険金額】 死亡・後遺障害：2,000万円／入院日額：10,000円／通院日額：5,000円／
 携行品：50万円／個人賠償：1億円
※保険金のお支払いは国内旅行総合保険（国内旅行傷害保険）普通保険約款・特約に基づきます。
〈取扱代理店〉株式会社びゅうトラベルサービス 〈引受保険会社〉三井住友海上火災保険株式会社

総合旅行業務取扱管理者　澁谷 千香

train suite shiki-shima 13 14


