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日本将棋連盟高段プロ棋士と
巡るバスツアー

大政奉還１５０周年記念

元離宮 二条城

「幕末維新と将棋
ゆかりの地を訪ねて」
大政奉還１５０周年を迎える平成２９年に、京都市をはじめとする
全国の幕末維新に縁を持つ全国２１都市の子どもたちが、京都に
おいて一堂に会し、将棋を通じた交流・親善、将棋の技術向上、日
本の伝統文化「将棋」の「よさ」（礼儀・考える力・集中力・決断力・あ
きらめない根性・相手を思いやる心など）を再認識を目的とした
将棋交流大会が開催されます。
その一環として、幕末維新と将棋にゆかりの
ある地を訪問する特別バスツアーを、
日本将棋連盟京都府支部連合会様、京都市・

大政奉還１５０周年記念プロジェクト京都市
運営委員会様の監修にて企画致しました。
下記ご案内をご確認いただき、奮って
ご参加いただきますようよろしくお願い申し
上げます。
間

集合７：３０
出発７：５０
集合８：００
出発８：１５

内

写真提供／元離宮 二条城事務所

容

ＪＲ京都駅八条口貸切バス乗降場 集合・受付
※大型貸切バス（京都ヤサカ観光バス）利用

※Ｓ１２、花田長太郎と阪田三吉による対局将棋史に名高い
『天龍寺の決戦』の舞台
※幕末の「禁門の変」における長州藩本陣

幕末維新ミュージアム霊山歴史館（東山区）・入場見学
１０:００～１１:１５

※Ｓ４５に開館した幕末から明治維新期の歴史を主として
研究する全国初の専門博物館
※学芸員による解説付き

１１:４５～１２:４０ 昼食（和風弁当） 西陣織会館
１３:００～１４:３０
１５:００頃

申込締切日：７月１５日
ご旅行代金（消費税込）

大人

5,500
6,000円

小学生・中学生

ホテルルビノ京都堀川 集合・受付
天龍寺（右京区）・拝観 ※庭園のみ拝観

８:４５～９:２０

８月７日 月

日帰り

【旅程】 ８月７日（月）発 バスツアー「幕末維新と将棋ゆかりの地を訪ねて」
時

２０１７年

5,300
5,800円

《大政奉還１５０周年記念プロジェクト》
平成２９（２０１７）年は、武家政権が終わり
を告げ、新しい国づくりへの転換期となった慶
応３（１８６７）年の「大政奉還」から１５０
年の節目に当たります。この機会を捉え、幕末
維新に縁を持つ全国の２２都市が相互に交流・
連携を図りながら記念事業に取り組みます。

世界文化遺産 二条城見学（中京区）・入場見学
※慶応３年、徳川１５代将軍慶喜が大政奉還を表明した舞台

ＪＲ京都駅八条口着 解散

【大政奉還 150 周年記念プロジェクト参画都市】
会津若松市・千代田区・品川区・調布市・日野市・上田市・静岡市・福井市・桑名市・京都市・大阪市・和歌
山市・高梁市・福山市・萩市・下関市・宇和島市・高知市・長崎市・熊本市・霧島市・鹿児島市（順不同）

※詳しくは http://www.taiseihokan150.jp/

大政奉還１５０

検索

◆お問い合わせ 京都市文化芸術企画課 Tel.075-３６６-００３３

お問合せ・お申込

●大政奉還 150 周年記念プロジェクト
公式サイト トップ画面
旅行企画・実施

ＪＴＢ西日本 京都支店
「大政奉還１５０周年記念 日本将棋連盟高段棋士と巡るバスツアー
幕末維新と将棋ゆかりの地を訪ねて」 受付デスク 担当：村川 武嗣

TEL075-365-7724 FAX075-365-7713
営業時間◆午前９時３０分～午後５時３０分（土・日・祝日休業）
〒６００-８０２３ 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８ 京阪四条河原町ビル７階

ＪＴＢ西日本
観光庁長官登録旅行業第１７６８号
一般社団法人 日本旅行業協会 正会員
〒５４１-００５６ 大阪市中央区久太郎町２-１-２５

総合旅行業務取扱管理者：村川 武嗣
※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、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

企画協力：日本将棋連盟京都府支部連合会／京都市・大政奉還１５０周年記念プロジェクト京都市運営委員会

●最 少 催 行 人 員：７０名
●定
員：８０名
●添
乗
員：同行致します。
●貸切バス会社名：ヤサカ観光バス京都支社
●食 事 回 数：朝食０回・昼食 1 回・夕食０回
●変更・取消について

●お申込み方法：
（１）別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送またはＦＡＸにてお申し込み
ください。
（２）お支払方法につきましては、費用明細書等をＪＴＢより郵送させていただ
きますので、所定の期日までにお支払いください。
（３）当日、別途送付させていただきます「最終旅程表」をご提示ください。

◆変更・取消の場合はＦＡＸにてご連絡ください（電話ではお受け致しかねます）
。
◆お申込み後の取消は、下記のご旅行条件記載の通り取消料を申し受けます。下記取消料を差し引いた残金を後日ご返金致します。

（取消日＝宿泊開始日前日から起算してさかのぼって）
取消日

ご旅行代金
に対し

８日前まで ７日目～２日目までの解除 旅行開始日前日の解除

取消料

無料

２０%

当日の解除 *右記除く 旅行開始後、無連絡（不泊）

４０％

５０％

１００％

●個人情報の取り扱いについて
お送りをいただきました個人情報については、連絡の為に利用させていただく他、お申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等が提供す
るサービスの手配・受領の為の手続き、あるいはツアーの円滑な運営の為に必要な範囲内で利用致します。

大政奉還１５０周年記念 日本将棋連盟高段棋士と巡るバスツアー
「幕末維新と将棋のゆかりの地を訪ねて」
お申込締切日：２０１７年７月１５日（土）１７：００

【申込書】
お申込者名
①

（ふりがな

）

□男性. □女性.

区分

※〇を付けてください

大人 ／ 中学生 ／ 小学生
〒

-

ご連絡先住所

TEL

FAX

ご同伴者名
②

（ふりがな

ご同伴者名
③

（ふりがな

E-mail
）

□男性. □女性.

区分

※〇を付けてください

大人 ／ 中学生 ／ 小学生
）

□男性. □女性.

区分

※〇を付けてください

大人 ／ 中学生 ／ 小学生
ご旅行条件（要約）
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱ＪＴＢ西日本（大阪市中央区久太郎町２－１－２５ 観光庁長官登録旅行業第１７
６８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。また、旅行条件は、
下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（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。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨
通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出をしていただきます。
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金を受領したときに成立するものとし
ます。
（４）お申込金（おひとり）：旅行代金全額。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前（お申し込みが間際
の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会
社のカード会員である場合、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
支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お
客様の承諾日といたします。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは次の金額を取消料として申し受けます。
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

契約解除の日
１．８日目にあたる日以前の解除
２．７日目～２日目までの解除
３．旅行開始日の前日の解除
４．当日の解除（５を除く）
５．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料（お１人様）
無 料
旅行代金の２０％
旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

●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、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税これらの費
用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又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程に基づき、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、生命又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、補償金又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（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）
●「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」といいます。）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」といいます。）を条件にお申
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。（受託旅行業者により当該取
扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
（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通知を発信したとき（ｅ－ｍ

ail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様の到達したとき）とします。また
申込時には「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。（但し、成立日が旅行開始前日から１４
日目にあたる日より前の場合は「１４日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」とします。）ま
た取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅
行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額
を解除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をカード利用日として払い戻します。）
（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いただいた場合はこの限りで
はありません。
●国内旅行保険への加入について
旅行先において、病気・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大変困難であるのが実情です。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、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、販売店の係員にお問合せく
ださい。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅
行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合
は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●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、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様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
受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人
情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空
便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたしま
す。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前まで
にお申し出ください。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０１７年５月２３日を基準としています。又、旅行代金は２０１７年５月２３日現在
の有効な運賃・規則を基準として算出しています。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の責任者です。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、ご遠慮なく前記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

