
 

川崎フロンターレ 京都サンガ戦 

観戦者向け 1泊 2日アウェイアクセスツアー 
～あの頃の修学旅行をもう一度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本ツアーには観戦チケットは含まれております。チケットは「ビジター指定席」となります。 
 
 

 

 

 

■ご旅行期間：2022 年 5 月 28 日（土）～29 日（日）【1 泊 2 日】 

■ご旅程：新横浜駅 2階改札付近 8：30集合 

日付 行程 
食事 

朝 昼 夕 

5/28 

（土） 

新横浜駅  京都駅  清水順正おかべ家(昼食)・清水寺(入場)  

(8:58 発) のぞみ 211 (10:51 着)            (11:30 着・13:00 発) 

 

 伏見稲荷大社(入場)  白峯神宮(入場)  

         (13:20 着・14:20 発)  (14:50 着・15:30 発) 

 

 京扇堂(扇子絵付け体験)  ホテル 

(15:50 着・17:30 発)        (17:45 着) 

 

× ○ ○ 

5/29 

（日） 

ホテル  嵐山(自由散策)  

(9:30 発)    (10:00 着・11:30 発) 

 

 サンガスタジアム(観戦)   

(12:30 着・14:00Kick Off・16:30 発) 

 

 京都駅  新横浜駅 

(17:30 着・18:13 発) のぞみ 170 (20:24 着) 

 

○ × × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご旅行代金：【ツイン 1 名 1 室利用】68,000 円（大人） 

（おひとり）【ツイン 2 名 1 室利用】63,000 円（大人）61,300 円（小中高生） 

＜新型コロナウイルス感染拡大防止対策について＞ 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の対策を取らせていただきます。 
・乗務員、添乗員含めマスクの着用 ・バス乗車時のアルコール消毒の徹底 
・集合時の検温、アンケート実施 ・バス車内換気の徹底 
・バス乗車定員の制限（通常の 70%程度） ・車内での会話を控える 
・他グループの方との隣席を避けての配席 ・ソーシャルディスタンスを確保した食事の配席 

チケット付き！ 

夕食は 
宴会場にて 

京都といえば、、、神社！お寺！修学旅行！などなどを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか？ 
今回のアウェイアクセスツアーでは、「修学旅行」をモチーフにしたツアーとなっております！ 

「せっかく京都まで応援しに行くなら、観光もしたい！」 
「ツアーに参加するならサポーター仲間を増やしたい！」 

「学生時代のあの頃を思い出したい！」 
そんな思いを持ったあなた！ぜひお申込みをお待ちしています！ 

記入例 

：バス 

：JR（普通指定席） 



 

■ご案内 
※食事条件：朝：1 回 昼：1 回 夕：1 回 

※申込締切：2022 年 5 月 10 日（火）23:59 

※利用バス会社 帝産観光バス 京都支店 

※募集人数：30 名（最少催行人員：24 名）  

※全行程添乗員が同行致します。 

※運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路混雑状況により時間が変更になる場合がございますが予めご了承願います。 

※常時マスクの着用をお願いいたします。 

※車内での会話はお控え頂きますようお願い致します。 

※バス乗車時に検温を行います。37.5℃以上の熱があった場合、参加できません。取消料が発生します。 

 

※お申込からご出発までの流れ 
①お申込方法 ②旅行契約成立 ③ご旅行案内の送付 ④ご出発のご案内 

各種広告や SNSに記載された 

URL より JTBの専用申込サイトに 

遷移してお申込となります。 

必ず詳しい旅行条件をご確認ください。 

・専用サイトの案内に従い、 

旅行代金をお支払いください。 

・弊社にてご入金確認ができ 

次第、旅行契約成立となります。 

専用サイトにてお申込みの場合、 

ツアー詳細、ご旅行条件書を 

専用サイトにてご確認ください。 

ご出発の 3 日前を目安に 

最終案内をメールにて 

ご案内させていただきます。 

 

■宿泊・食事・観光各箇所のご紹介 
＜宿泊＞ 

1 
5/28 

(土) 

＜京都市内・京都府＞ 

ホテル平安の森京都 
〒606-8332 

京都市左京区 

岡崎東天王町５１番地 

TEL：075-761-3130 

FAX：075-761-1333 

ホテル周辺には平安神宮、真如堂、また南禅寺、若王子神社から 

銀閣寺まで続く疏水沿いの哲学の道などがあり、 

古都の風情を満喫できます。 

京都駅から送迎バスがご利用いただけます。 

詳しくはホームページ 

http://www.heiannomori.co.jp/access/index.html 

でご確認ください。 

 

1 泊 2 食付き洋室ツイン 

（1 名利用または 2 名利用） 

※お部屋の禁煙喫煙は 

お選びいただけません 

夕食：宴会場/会席料理 

朝食：レストラン/ビュッフェ 

（※セットメニューになる 

  場合がございます） 
 

＜食事＞ 

1 
5/28 

（土） 

 

清正順正おかべ家 

〒605-0862 

京都市東山区 

清水２丁目２３９ 

TEL：075-541-7111 

 

世界遺産に認定された清水寺の参道に位置しています。 

昔懐かしい京風の町家造りの建物でゆったりとおくつろぎください。 

 

当日はゆどうふ A コースを予定しております。 

 

＜観光＞ 

清水寺 音羽山、清水寺は本尊十一面千手千眼観世音菩薩を祀る西国三十三所観音霊場第十六番霊場として 

京都東山の中腹にあり、約十三万平方メートルの寺域は、春は桜、秋は紅葉と四季の景観は 

すばらしいものがあります。 

伏見稲荷大社 商売繁盛･五穀豊穣･開運の神様として、全国の信仰を集め、正月には参詣客で賑わいます。 

鮮やかな本殿の背後にある｢千本鳥居｣という朱色のトンネルが人気です。  

白峯神宮 スポーツ、特に球技の神様が祀られています。 

毎年 4 月 14 日と 7 月 7 日にけまりが行われています。 

京扇堂 扇子の地紙に好みの絵･字を描いてもらい､それを専門の職人が仕上げて 30～40 日後に送品します。 

 
■お申込・お問合せ㈱ＪＴＢ 川崎支店 
総合旅行業務取扱管理者 庄司 秀克 

川崎市川崎区駅前本町 10-5 CLIE川崎 7 階   TEL:044-211-1174  

営業時間 9:30～17:30（土曜・日曜・祝日・年末年始休業) 担当：木本・折元 

（注）ラゾーナ川崎店、アトレ川崎店などの店頭では受付しておりません 

旅行企画・実施 
株式会社 JTB 

 

観光庁長官登録旅行業第 6４号 

東京都品川区東品川 2-3-11  

日本旅行業協会正会員  

旅行業公正取引協議会会員 

企画協力：川崎フロンターレ 

http://www.heiannomori.co.jp/access/index.html


 

ご旅行条件（要約） 
お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受取いただき、事前に内容をご確認の上、お申込下さい。 
 

１．募集型企画旅行契約 

 この旅行は、（株）ＪＴＢ （東京都品川区東品川 2-3-11、観光庁長官登録旅

行業第 64号。以下「当社」という）が企画・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契約（以下「旅行契約」という）を締

結することになります。旅行条件は下記による他、旅行条件書（全文）、出発

前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び、当社旅行業約款募集型

企画旅行契約の部によります。 

２．旅行の申し込み及び契約成立時期 

①旅行契約は当社が締結を承認し、お申込金を当社が指定する銀行口座に

お振込いただくか、ご来店により受預したときに成立するものといたします。 

②お申込金（お一人様） 

【1 名 1 室利用】：大人 68,000 円（旅行代金の全額） 

【2 名 1 室利用】：大人 63,000 円 小中高生 61,300円（旅行代金の全額） 

③最少催行人員に達しない場合は催行中止になります。出発日の 

７日前までにご連絡いたします。 

３．旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日から起算して遡って 5日前にあたる日 

より前にお支払いいただきます。また、お客様が当社提携カード会社会員 

の場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などを 

お支払い頂くことがあります。この場合のカード利用日はお客様のお申し出 

がない限り、お客様の承諾日と致します。 

４．旅行代金に含まれるもの 

 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、消費税等諸税。（コースに含ま 

れない交通費等の諸費用及び個人的な費用は含みません） 

５．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、暴動、運送・宿泊機関等の 

サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービス提供、官公署 

の命令など当社の関与し得ない事由により、パンフレット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、又は不可能になる恐れ 

が極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらか 

め当該事由が当社の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、旅行契約内容を変更す 

る事があります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は、変更後に 

理由をご説明いたします。 

６．通信契約を希望されるお客様との旅行条件 

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」という）より、「会員の 

署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」と 

いう）を条件に申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なり 

ます。 

①契約成立は当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾の通知をした 

 ときとします。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して

頂きます。 

②「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日

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。 

また、取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」の翌日から起算して 7日

以内とします。 

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のお支払いができ

ない場合、当社は通信契約を解除し、規定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期日までに現金による旅行代金の

お支払いを頂いた場合はこの限りではありません。 

７．特別補償 

当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無に 
かかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募

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、その身体、生命

または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、

補償金または見舞金を支払います。 

・死亡補償金：1500 万円 ・入院見舞金：2～20 万円 ・通院見舞金：1～5 万

円 

・携行品損害補償金：お客様 1 名につき～15万円 

（ただし、補償対象品 1個あたり 10 万円を限度とします。） 

８．国内旅行保険への加入について 

旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることが

あります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が

困難な場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の国

内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お申込店の係

員にお問合せください。 

９．旅行代金の変更 

第５項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費

用が増加または減少するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を

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、その範囲内において旅行代金を変

更することがあります。 

１０．取消料 

5月 7 日以前の取消 ：無料 

5月 8 日以降の取消（20 日前） ：1人当たり旅行代金の 20％ 

5月 21日以降の取消（7 日前） ：1人当たり旅行代金の 30％ 

  前日の取消 ：1人当たり旅行代金の 40％ 

  当日の取消：1 人当たり旅行代金の 50％（①を除く） 

  旅行開始後の解除または無連絡不参加：1人当たり旅行代金の 100％…① 
  

●取消によるご返金は、現金、銀行振込、コンビニでお支払いの場合は銀行

振込にてご返金、クレジットカードにてお支払いの場合はクレジットカードへ 

  ご返金のお手続きをいたします。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は 2022 年 4 月 8 日を基準としております。又、旅行代金は

2022年 4 月 8日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

 

―旅行企画・実施 株式会社ＪＴＢ― 

観光庁長官登録旅行業 第 64号 

一般社団法人 日本旅行業協会正会員 

〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11 

 

－お問い合わせ・お申込みは－ 

㈱JTB 川崎支店 

神奈川県川崎市川崎区駅前本町１０－５ CLIE 川崎 7 階 

ＴＥＬ：０４４－２１１－１１７４ ＦＡＸ：０４４－２１１－９７６５ 

〔営業時間〕 午前 9:30 から午後 5:30（土・日・祝日休業） 

総合旅行業務取扱管理者 ： 庄司秀克 

担当者：木本・折元 

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な点がありました

ら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 

 

 

 
 
 
■個人情報の取扱について 
（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほ
か、お客様がお申込みいただいた旅行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きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責
任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範
囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただ
いた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 
（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人
情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先
の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。 
（3）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお
問い合せ窓口は次の部署となります。 
株式会社 JTB お客様相談室 〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11 
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp 
 


