
飛び出そう！観て、触れて、体験する「なつかしい東京」「新しい東京」

宿泊予定ホテル：エクセルシティーホテル、または同等クラスのホテル
障がい者の利用人数に従い、バリアフリールームをご用意します。

※旅行代金に含まれるもの
宿泊代金・朝食代金・介護タクシー３日間貸切代金・介護タクシー乗降介助代金
※旅行代金に含まれないもの
昼食代金・夕食代金・各入場代金及び乗船代金（障害手帳の有無により料金が異なるため）・個人的費用
入場代金・乗船代金等は裏面をご覧下さい。

料金表（お一人様）

6 名参加：68,000 円

車椅子 1人・付添い 5人
車椅子 2人・付添い 4人
車椅子 3人・付添い 3人
いずれか

5名参加：72,000 円

車椅子 1人・付添い 4人
車椅子 2人・付添い 3人
いずれか

4名参加：72,000 円

車椅子 1人・付添い 3人

4名参加：79,000 円

車椅子 2人・付添い 2人

3名参加：88,000 円

車椅子 1人・付添い 2人

2名参加：108,000 円

車椅子 1人・付添い 1人

東京駅発

12:00 前後

浅草観光（浅草寺・仲見世・人力車opt）

13:00 着 16:00 発

ホテル

17:00 着

(エクセルシティ
 ホテル泊)

日目

ホテル

9:00 発

東京スカイツリー見学

13:30 着 16:30 着

江戸東京博物館見学

9:30 着 12:00 発

昼食（土俵がある店）

12:10 着 13:00 発

ホテル
17:00 着

(エクセルシティ
 ホテル泊)

日目

ホテル

9:00 発

水上バス

9:50 発

東京駅解散

14:30 頃

日の出桟橋

10:45 着

東京タワー見学（各自昼食）

11:30 着 14:00 発

日目

出発日：
2012 年 9月 1日～
2013 年 9月 30日まで
の毎日

但し、12月 28日～
1月 3日の出発を除く

＊：当日の交通事情により表記時間の変更があります。
opt：1日目の人力車は、オプションです。別途料金がかかります。



水上バス

大人：760 円
子供（小学生）：380 円
幼児：300 円
大人一名につき幼児一名無料
障がい者：一般料金の半額

東京タワー

大人（高校生以上）：820 円
子供（小・中学生）：460 円
幼児（4歳以上）：310 円
障がい者：一般料金の半額

＜パック型企マークのある商品＞
このご旅行は、株式会社エース航空三鷹 (以下 [ 当社 ] といいます。)が企画・実施するものです。
この旅行条件は、当パンフレットに記載されている条件の他、当社旅行業約款 (募集型企画旅行契
約の部 )及び別途お渡しする旅行条件書、最終日程表によります。

1. 旅行のお申し込み及び契約成立
(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申し込み金 (お一人様につき )を添え
てお申し込みいただきます。お申込金は、旅行代金、取消料、又は、違約料の一部として取り
扱います。

(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けし
ます。この際、ご予約の時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した
翌日から起算して 3日以内 (当社が定めた期間内 )にお申込書とお申込金を提出していただき
ます。この期間内にお申込金提出されない場合、当社は、予約がなかったものとして取り扱い
ます。

(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。
(4) ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員の皆様がクレジットカードによ
る決済及びクーポン券の宅配を希望する場合は、前 (1)～(3) によらず、当社旅行業約款及び
別途お渡しする旅行条件表書に記載する通信契約の条件によります。

(5) お申込金 (お一人様 )

2. 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 14日目にあたる日より前にお支払
いいただきます。

3. 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を含んでいます。

4. 取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合に、旅行代金に対してお一人様に
つき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは 1室ご利用人員の変更に対する差額代金をそ
れぞれいただきます。

5. 旅行代金の基準
この旅行条件は 2012 年 3月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2012 年 3月 1日現在の
有効な運賃・規則を基準としています。

6. 詳しい旅行条件は係員におたずねください。

旅行企画・実施
株式会社エース航空三鷹　銀座営業所
〒104-0061 中央区銀座 2-11-6　竹田ビル 604
東京都知事登録旅行業第 3種 4028 号
 
販売
特定非営利活動法人
東京バリアフリーツアーセンター
東京都知事登録旅行代理業第 11166 号
〒136-0074 東京都江東区東砂 1-3-2-31
TEL 03-3646-3544

ご旅行条件 (要旨 ) お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
このパンフレットは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部になります。

1万円未満
1万円以上 3万円未満
3万円以上 6万円未満
6万円以上 10万円未満
10万円以上

3,000 円
6,000 円
12,000 円
20,000 円

旅行代金の 20%

お申込金旅行代金

旅行契約の解除日 取消料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

① 21 日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあっては 11日目 )

② 20 日目にあたる日以降の解除
（日帰り旅行にあっては 10日目）
〈③～⑥を除く〉

③ 7 日目にあたる日以降の解除
〈④～⑥を除く〉

④旅行開始日の前日の解除

⑤ 旅行開始日当日の解除〈⑥を除く〉

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100%

旅行代金の 60%

旅行代金の 40%

旅行代金の 30%

旅行代金の 20%

無料

観光料金

江戸東京博物館

一般大人：600 円
65 歳以上：300 円
大学生（専修・各種含む）：480 円
高校生・中学生（都外）：300 円
身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・
精神障がい者保険福祉手帳・被爆者健康
手帳持参の方と、その付き添いの方
（２名まで）無料

東京スカイツリー

一般（当日券、第一展望台のみ）
大人（18歳以上）：2,000 円
中・高校生（12歳～17歳）：1,500 円
小学生（6～11歳）：900 円
幼児（4～5歳）：600 円

障がい者
大人（18歳以上）：1,000 円
中・高校生（12歳～17歳）：750 円
小学生（6～11歳）：450 円
幼児（4～5歳）：300 円


