
 

川崎フロンターレ 名古屋グランパス戦 

観戦者向け 1泊 2日アウェイアクセスツアー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本ツアーには観戦チケットは含まれておりません。各自ご用意の上、ご参加下さい。 
 
 

 

 

 

■ご旅行期間：2022 年 7 月 16日（土）～17 日（日）【1泊 2 日】 

■ご旅程：新城神社前 10：20集合 

日付 行程 
食事 

朝 昼 夕 

7/16 

（土） 

【A コース】【B コース】 

新城神社＝＝（途中 SA にて休憩）＝＝豊田スタジアム＝＝（途中 SA にて休憩）＝＝ 

(10:30 発)                (16:00 着・19:00KO・21:30 発) 

× × × 

7/17 

（日） 

【A コース】【B コース】 

＝＝＝＝ホテル周辺 

     (2:30 着)  

※到着後、各自チェックイン（チェックアウト 12:00 まで） 

○ × × 

 

 

 

 

 

 

■ご案内 
※食事条件【A・B コース】：朝：1 回 昼：0 回 夕：0 回 

※申込締切：2022 年 7 月 7 日（木）17:30 

※募集人数：【A コース】15 名（最少催行人員：10 名） 【B コース】15 名（最少催行人員：10 名） 

※全行程添乗員が同行致します。 

※ご希望の方には別途チケット手配承ります（ツアー参加者のみ） 

大人：4,100 円 小中高生：2,050 円 6 月 30 日（木）23:59 迄 

※チケットは枚数分が終了次第、締切とさせていただきます。またチケットはアウェイ指定席です。 

※チケット購入後は払い戻しできません。 

※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。 

■宿泊箇所のご紹介 

1 
7/16 

(土) 

【A コース】相鉄フレッサイン川崎駅東口 

〒210-0006 神奈川県川崎市砂子 2-11-17 

TEL：044-382-2031   FAX：044-382-2035 

1 泊朝食付・シングル利用 

※チェックアウト 12:00 まで 

【B コース】東横 INN 川崎駅前市役所通 

〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子 2-11-15 

TEL：044-230-1045   FAX：044-230-1054 

1 泊朝食付・シングル利用 

※チェックアウト 12:00 まで 

■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 

ご旅行代金：A コース【1 名 1 室利用】30,000 円相鉄フレッサイン川崎駅東口泊 

（おひとり）Bコース【1 名 1 室利用】28,000 円東横 INN 川崎駅前市役所通泊 

＜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。 
・公共交通機関利用時、ホテル入館時のマスク着用 ・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 ・バス乗車時の検温、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 

企画協力：川崎フロンターレ 

チケットなし！ 

記入例 

＝＝＝＝：バス 



 

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） 

A コース【1名 1 室利用】：大人 30,000 円（旅行代金の全額） 

B コース【1名 1 室利用】：大人 28,000 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 

6月 25日以前の取消 ：無料+チケット代 

6月 26日以降の取消（20 日前） ：1人当たり旅行代金の 20％+チケット代 

7月 9 日以降の取消（7日前） ：1 人当たり旅行代金の 30％+チケット代 

  前日の取消 ：1人当たり旅行代金の 40％+チケット代 

  当日の取消：1 人当たり旅行代金の 50％（①を除く）+チケット代 

  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％ 

+チケット代 
  

●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 6 月 6 日を基準としております。又、旅行代金は

2022年 6 月 6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 
 


