
 

 

 

今話題沸騰中の「国内ロングステイ」!! 

そこで滞在施設見学を組み込んだバスツアーを企画!! 

今回ご紹介するのは山梨県甲斐市！ 

東京から１時間半、田舎過ぎず、都会過ぎない、都会の人にとっても 

暮らしやすい街 山梨県甲斐市!! 

おいしい空気、水、美しい自然をこの機会に体験してみませんか！ 

また、ロングステイを目指す皆様の情報交換、仲間作り交流の場として楽しんでください！ 

（非会員お一人様 8,000 円(税込)、ご夫婦参加の場合二人で 15,000 円(税込) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集人員 30 名様 (最少催行人数 15 名) 

募集締切 2017 年 6 月 15 日(木) 

※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

集合場所 東京駅鍛冶橋駐車場  7:50 
◆参加費用に含まれるもの 

ツアーバス代、高速有料道路代、昼食代金、旅行傷害保険、入場料、駐車場代 

◆ご案内事項 

※見学は徒歩がございます。歩きやすい服装、靴でご参加ください。 

※奇数参加の方は相席となり、男女相席の場合もございます。 

※バスの座席の希望はお受けできません。また、席数に限りがある為、人数追加 

の場合、お席確保ができない場合がございます。 

※昼食は、名物甲州鳥もつ煮と手打ちそばセットをご用意しています。 

アレルギーのある方は、事前にお申し出ください。  

※当日は財団スタッフ、甲斐市スタッフが終日同行いたします。 

 

 

 

【協賛・協力】 

 

          一般財団法人ロングステイ財団         株式会社甲斐路苑 KAISTYLE TOKYO BRANCH 

東京(8:00)---双葉 IC(10:00 頃着)---甲斐敷島梅の里ク

ラインガルテン(10:20 頃着/施設見学/40 分)---農産物直

売所よってけし響が丘(11:15 頃着/買い物)---昼食(11:40

頃着/50 分)---サントリー登美の丘ワイナリー(12:45 頃着/

見学･試飲/60 分)---いちやまマート(14:30 頃着/買い物) 

---たまご村敷島店、美郷(15:15 頃着/お買い物)---双葉

IC(15:45 頃着)---東京(18:30 頃着） 

※バス会社:西東京観光バス 

※当日の状況により、コース変更が生じる場合があります。 

甲斐敷島梅の里クライン 
ガルテン(滞在型市民農園)

見学・お買い物ツアー! 

お申し込み方法･お支払いについては裏面をご覧ください。 

 
2017年

 

出発 

メンバーズ会員特別価格！お一人様 

（税込） 

(イメージ) 

うれしいポイント！！ 
◆サントリー登美の丘ワイナリー「ワイン試飲」 

◆黒富士農場「おみやげ」 

◆小林牧場｢甲州ワインビーフホルモン試食｣ 



◆ロングステイ財団ホームページ http://www.longstay.or.jp/ 

「ロングステイヤーの集い 2017 日帰りバスツアーin 山梨県甲斐市」サイトにて受付ください。 

 

◆FAX でのお申込み      専用 FAX ダイヤル 055-227-0888（24 時間受付） 

                   下記の「お申込書」にご記入いただき FAX のご送付をお願いいたします。 

お申込書（ロングステイヤーの集い 2017in 山梨県甲斐市日帰りバスツアー） 

住  所 

〒 電話番号 

FAX 

-     -        携帯     -        - 

-     - 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
 

 

ふりがな  会員番号 ふりがな  会員番号 

代表者名 
                      男 

                      女     才 

 
同行者名 

                          男 

                          女     才 

 

ふりがな   ふりがな   

同行者名 
                      男 

                      女     才 

 
同行者名 

                          男 

                          女     才 

 

参加人数 

(     )名 

LS メンバーズ会員 3,900 円×（    ）名＝        円

非会員          8,000 円×（    ）名＝        円 

非会員ご夫婦参加 15,000 円×（    ）組＝       円 

備  考 
※アレルギーのある方は、事前に申し出ください。 

 

※ロングステイメンバーズクラブ会員の方は、必ず会員番号をご記入ください。ご記入がない場合、一般価格でのご案内となります。 

※会員番号が分からない場合、ロングステイ財団事務局 03-3591-8144(平日 9:30-12:00 13:00-17:00)まで 

お問い合わせください。 

 

◆E メールでのお申し込み contact@nnb-nishitokyo.com 
  ①代表者氏名（ふりがな）②同行者氏名（ふりがな）③参加者全員の年齢、性別、④住所、⑤電話番号（携帯番号） 

⑥参加人数、⑦アレルギーの等の申告があればご記入ください。 

※お申し込み確認後、旅行実施会社より内容確認のご案内(E メール)いたします。 

※メールのご送付後、3 日を過ぎて返信がない場合は、お手数ですがご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

◆お電話でのお申し込み 055-237-0101（受付時間：平日 9:30～18:00） 

上記いずれかにてお申し込み後、旅行実施会社より旅行代金振込みのご案内をいたします。ご案内書面記載期日までにお振込みくださ
い。(お振込手数料はお客様負担となります。予めご了承ください。) 
お振込みの確認ができない場合、お取り消しさせていただく場合がありますので、予めご承知ください。 
                                                                                 

 

■お申し込み方法 

■お支払い方法 

【旅行企画・実施】 有限会社西東京観光サービス 
【協賛 ・ 協力】 一般財団法人ロングステイ財団  株式会社甲斐路苑 KAISTYLE TOKYO BRANCH 

ご旅行条件（要約） 
申し込みの際は、必ず旅行条件説明書（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。 
●応募型企画旅行取引条件説明書面（要約） 
この旅行は有限会社西東京観光サービス(山梨県甲府市住𠮷本町 1410 以下「当社」といいます。) 
が企画・実地する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行(以下「旅行契約といいま
す。を締結することになります。また、旅行条件は、下記によります。 
●お申し込み 
(１) お申込みの場合、当社所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(二つが揃った時点で正式な
お申込みとなります。)申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。 
(2) 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約の承認をした翌日から起算して 7 日以内に申込書の提
出と申込金のお支払いが必要です。 
(3) a 旅行開始日に 65 歳以上の方、b 身体に障害をお持ちの方、c 健康を害している方、d 妊娠中の方、補
助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出てください。 
当社は可能な範囲内これに応じます。なお、旅行者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別
な措置に要する費用は旅行者の負担とします。 
●旅行代金 
(4) 旅行開始時に満 12 歳以上に適用します。12 歳未満のお子様の参加につきましてはお問合せください。 
●旅行契約内容・代金の変更 
(5)当社は天変地異、戦乱、暴動、輸送、宿泊機関のサービスの提供の中止、宮公署の命令、当初の運行計画
によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合契約内容を変更することがありま
す。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。 
●取消料がかかる場合(お客意様による旅行契約の解除) 
(6) お客様は、表記の取消料を払って、旅行契約を解除することが出来ます。取消料の対象となる旅行代金とは
表記の旅行代金に違約代金を加えた合計額です。 

解除の時期＊(   )内は日帰り商品の場合 取消料 

旅行出発日の前日から起算して 21 日(11 日)前まで いただきません 

旅行出発日の前日から起算して 20 日(10 日)前まで 旅行代金の 20％ 

旅行出発日の前日から起算して 7 日前まで 旅行代金の 30％ 

旅行出発日の前日 旅行代金の 100％ 

旅行開始当日 旅行代金の 100％ 

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

●取消料がかからない場合（お客様による旅行契約の解除） 
(7) ①旅行契約の内容の 10 項に例示されているような重要な変更が行われたとき。②当社が確定日程表を
表記の日までに交付しない場合。④当社の責めに帰すべき理由により、当初の旅行日程どおり実施が不可能と
なったとき。 
●当社による旅行契約の解除 
(8)次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)・旅行代金を期日までにお支払いいただ
けないとき。申込み条件の不適合。病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。 
●特別補償 
(9)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一
定の損害について旅行業約款特別補償規定により補償金及び補償金及び入院見舞金を払います。 
●個人情報の取扱いについて 
(10) 旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のためにご
利用させていただくほか、旅行者がお申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きに必要な範囲内で利用させていただきます。 
(11)保有する個人データのうち、氏名、住所、携帯電話又はメールアドレスなどのお客様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、利用させていただきます。当機構は、営業内、催し物内容のご案内、ご購
入いただいた商品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。 
●募集型企画旅行契約約款について 
(12)この条件に定めがない事項は旅行業約款になります。旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求くださ
い。 

〈旅行企画・実施〉 

有 限 会 社  西 東 京 観 光 サ ー ビ ス 
【山梨県知事登録 第 2-107 号】 

住 所  山梨県甲府市本町 1410 

電 話  055-237-0101 

F A X   055-227-0888 

E-mail    contact@nnb-nishitokyo.com 

総合旅行業務取扱管理者 坂本 一之 

 

 

http://www.longstay.or.jp/
mailto:contact@nnb-nishitokyo.com

