
※現地祝日及び土・日曜日は休校となります。入校日は月曜日ですが、現地祝日の場合は翌日の火曜

英語で旅する京都
日帰りプラン ・ １泊２日プラン

お支払い実額 （お 1人様）

9,230 ～ 20,500 円
Go To トラベル事業支援対象

日帰りプラン

1泊2日プラン

日帰りプラン・1
京都と代表する街・祇園を散策し、錦市場で京都グルメを楽
しんだり、清水寺や赤い鳥居で有名な伏見神社を訪れます。

オプションで着物レンタルも可能です！

日本食のお弁当作りを学び、完成品をみんなで試食！
お腹いっぱいの後は金閣寺を観光。その後は嵐山で竹林散策や

野宮神社を訪れます。

全プラン共通のご案内

34,200 円

旅行代金（A）　　　　　　　
旅行代金への給付額（Ｂ）　　
地域共通クーポン　　　　
お支払い実額（Ａ－Ｂ）

14,200 円  
4,970 円
2,000 円
9,230 円

■日帰りプラン・１　旅行代金（お 1 人様）

1/30（土）

出発日　(2021 年）

09：00　京都駅へ各自集合
09：30　京都を代表する繁華街として知られる街、祇園へ
　　　　★着物レンタルオプション　　
　　　　着物を着て、街を散策しよう。お一人様 5,000 円　
　　　　（18：30 迄に返却要、ツアーと一緒に申し込み下さい）

11：45　「京の台所」として知られる錦市場へ
13：30　「清水の舞台」で知られる寺院、清水寺へ

15：30「お稲荷さん」の総本宮 、インスタ映え
　　　　スポットしても知られる伏見稲荷大社へ。

17：00　コープイン京都にてツアー終了  （1 泊 2 日プランはそのまま宿泊）

＜＜　スケジュール　＞＞
09：00　コープイン京都へ各自集合
09：30　日本食「Bento」クッキングレッスンへ
　　　　 （約 3.5 時間）自分達で和風の弁当作り！
　　　　 その後弁当をみんなで食べよう

13：00　黄金に輝く金閣寺へ
14：30　嵐山へ。回遊式庭園として知られる大河内山荘を訪問
　　　　 します。
15：20　竹林を散策しながら、源氏物語の宮として知られる
             野宮神社へ立ち寄ります。
17：00　京都駅にてツアー終了

＜＜　スケジュール　＞＞

旅行代金（Ａ）　　　　　　　
旅行代金への給付額（Ｂ）　　
地域共通クーポン　　　　
お支払い実額（Ａ－Ｂ）

27,500 円  
7,000 円
3,000 円

20,500 円

■日帰りプラン・2　旅行代金（お 1 人様）

1/31（日）

出発日　(2021 年）

旅行代金（Ａ）　　　　　　　
旅行代金への給付額（Ｂ）　　
地域共通クーポン　　　　
お支払い実額（Ａ－Ｂ）

48,200 円  
14,000 円
6,000 円

34,200 円

■１泊 2 日プラン（日帰りプラン 1+２、宿泊付き）旅行代金（お 1 人様）

1/30（土）

出発日　(2021 年）

●旅行代金に含まれるもの
専用車（2 席をお 1 人様で利用）、英語ガイド、入場料、着物レンタル

（Ａプラン）、クッキングレッスン（Ｂプラン）

■食事：Ａプラン（なし）、Ｂプラン（昼食 1 回）
■最少催行人員：各出発日 15 名
■定員：各出発日 26 名
■添乗員：同行いたしません。英語を話すガイドがご案内します。
■1 泊 2 日プラン利用ホテル：コープイン京都（シングルまたはツイン
　利用・食事なし）

※予定時刻は交通事情等により前後する場合がございます。
またツアーはバッファローツアーズ社が運営・催行いたします。

国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社及び Go To トラベル事業局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、
お客様は旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、取消の際は、旅行代金を基準とし
て所定の取消料を申し受けいたします。お客様は当社及び Go To トラベル事務局による代理受領についてご了承の上お申し込みください。

1．この旅行は Go To トラベル事業の支援対象です。
2．旅行代金から Go To トラベル事業による給付金を引いた金額がお
客様のお支払い実額となります。また旅行代金に応じた地域共通クー
ポンが付与されます。
３．給付金の受領について

日帰りプラン・2

※日帰りプラン・1 またはプラン・2 の終了後に、京都での宿泊（朝食付
き）をご希望される方は、お問合わせください。

1/30（土）
2/13（土）
3/6   （土）

いずれのツアーも全て英語でのご案内となります。海外に気軽に行けないこの時期ならではの、
“英語で日本を観光” するプラン。見慣れている景色や文化も、英語で聞くと違った感じかも。

ツアー終了後は、みなさんか海外の方に英語で京都案内ができるようになるかも！
ご参加にあたり英語レベルは不問です。また、ツアーで利用する専用車は、お１人様２席利用確約！

■着物レンタルオプション お 1 人様：5,000 円
事前予約が必要ですので、ツアーと一緒にお申込ください。
日帰りプラン・2 にご参加の方はご利用いただけません。

オプショナル

イメージ

・日本にいながら英語のブラッシュアップ ！
・外国人への日本の文化・食事を英語で案内する方法を身につけよう。
・現地集合、現地解散型ツアー。専用車はお 1 人様 2 席利用！

English Guided Tour



旅行企画・実施

株式会社エスティーエートラベル

〒171-0014　東京都豊島区池袋2-40-13 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　池袋デュープレックスビズ12階

観光庁長官登録旅行業第937号

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員、
一般社団法人J-CROSS留学サービス審査機構認証、ボンド保証会員
旅行業公正取引協議会会員、国際航空運送協会（IATA）公認

ご旅行条件書（要約） お申込みの際にお渡しする詳細・ご旅行条件書(国内旅行)を必ずお読みください。

1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は(株)エスティーエートラベル（東京都豊島区池袋
2-40-13　観光庁長官登録旅行業937号、以下当社といいます）が募
集する旅行であり、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」といいます）を締結することになります。
(2) 募集型旅行契約の内容・条件は、下記に記載されている条件の他、
別途お渡しする旅行条件書（申込店でお受取りください）出発前にお渡し
する最終旅行日程表及び当社募集型企画旅行契約約款によります。

2.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を
添えてお申込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、そ
の一部として繰り入れます。
(2) 当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契
約の予約申込を受付けることがあります。この場合、3日以内に申込書の
提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払
いがなされない場合、当社はお申込みはなかったものとして取扱います。
(3) 申込金

3.旅行代金のお支払い
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13日目にあた
る日より前にお支払い頂きます。旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって13日目にあたる日以降にお申込みの場合は旅行開始日前の当
社が指定する期日までにお支払い頂きます。

4.旅行代金に含まれるのもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（記載のない限り、
エコノミークラス）。

(2) 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）

(3) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（カタログ等
に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）

(4) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金

(5) 添乗員同行コースの添乗員の同行費用

上記諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても、原則払い戻し
はいたしません。

5.旅行代金に含まれないもの

前第4項のほかには旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示

いたします。

(1) 超過手荷物代金（規定の重量・容量・個数を越える分について）
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付
け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービ
ス料金

(3) 傷害・疾病に関する医療費

(5) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの料金

(6) ご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
(7) 運送機関の課す付加運賃・料金。ただし、パンフレット・ホームページ
等で当該付加運賃・料金を含む旨を表記してある場合を除きます。

6.旅行契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約
を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は当社の営業時
間内にお受けいたします。

契約解除日　

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって21日前にあたる以前
（日帰りプランは11日前まで）

旅行開始日の前日　　　　　　　

旅行開始後又は無連絡不参加　　　　　　　　旅行代金の100％

7.旅行条件・旅行代金の基準

当旅行条件要約の基準日は2020年12月1日です。旅行代金は2020年
12月1日現在有効なものとして公示されている、または観光庁長官に認
可申請予定の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

無料

取消料（お1人様あたり）

旅行代金の20％

               区分              申込金（おひとり）

   旅行代金が15万円以上       旅行代金の20％以上から旅行代金まで

旅行代金の30％

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

ブルーマウンテンズイメージ　

　
カンタス航空スタッフイメージ

　

   旅行代金が15万円未満             30,000円以上旅行代金まで

   旅行代金が1０万円未満    　　     20,000円以上旅行代金まで

   旅行代金が６万円未満              12,000円以上旅行代金まで

   旅行代金が3万円未満      　        6,000円以上旅行代金まで

(4) 宿泊施設利用における宿泊税等（記載のあるコースを除く）

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって20日前（日帰りプラン
は10日前）～8日前まで

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって7日目～2日前まで

旅行代金の４0％

当日の解除（無連絡除く）　　　　　　 旅行代金の50％

■食事：日帰りプラン・1（なし）、日帰りプラン・2（昼食 1回）
　　　　1泊 2日プラン（朝食 1回、昼食 1回）
■最少催行人員：15名　
　（催行可否はご出発の 14日前までに確定いたします。）
■定員：26名
■添乗員：同行いたしません。英語を話すガイドがご案内します。
■1泊 2日プラン利用ホテル：コープイン京都（シングルまたは
　ツイン　利用・朝食付き）

●旅行代金に含まれるもの
専用車（お 1人様で２席利用）、英語ガイド、入場料、
クッキングレッスン（日帰りプラン・2）、1泊 2日プランの宿泊代

●旅行代金に含まれないもの（一例）
希望者のみが申し込むオプション（日帰りプラン・1の着物レンタ
ル）、日程表に明記している以外の食事・飲み物代、お土産代など
個人的性質のもの、国内旅行保険（ご自身にてご加入ください。当
社でもお手続きが可能です）

＊ご自宅から京都までの交通費は含まれておりませんので、ご自身にてご用意、
　ご移動ください。
＊地域共通クーポンは最終日程表と一緒もしくは当日お渡し致します。また、電子　
　クーポン対応の場合もございますが、選択はできません。
＊日程表に含まれない食事はツアー中の自由時間等を利用して、各自お召し上がりい
　ただきます。
＊英語ガイドは基本的には英語を母国語としている人ではありません。（ご指定はで
　きません）
＊ツアー参加にあたり英語力は不問ですが、ツアー中の説明は英語のみとなります。
＊ご予約にあたり、参加者全員の本人確認が必要となります。
　（ツアー当日もご持参ください）
　■１点で本人確認書類として認められるもの
　パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード

　■上記書類がない場合、①を２つ、もしくは①と②から１つずつの組み合わせで
　　本人確認書類として認められるもの
　①健康保険等被保険証、介護保険被保険証、年金手帳
　②学生証、会社の身分証明書、公的機関が発行した資格証明書等、

＊参加当日の朝はご自宅で健康チェックをした上でご出発ください。
＊参加当日のバス乗車時に検温をさせていただきます。検温時に 37.5 度以上の熱が
ある場合は、ご参加をご遠慮いただきます。その場合は旅行当日の旅行取消とみなし、
所定の取消料が発生いたします。
＊ツアー中はマスクの着用をお願いいたします。また、バス内での大きな声での会
話はお控ください。
＊厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAの事前ダウンロードを
お願いします。

安全なご旅行をしていただくためのお願い

旅行企画・実施 申込・問合せ

嵐山竹林イメージ

エスティーエートラベル　大阪営業所

大阪市中央区心斎橋筋 2-4-9　戎橋ビル 10 階

TEL　 : 06-6214-5874  
E-mail : osa@statravel.co.jp

総合旅行取扱管理者 ： 木下喜文

受付フォームはこちらをクリック！
（申込受付フォームにリンクしています）

https://www.statravel.co.jp/inquiry/sta/kyoto-tour.html

