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立山黒部 おすすめの旅情報

A

特別公開

一 般 関電トンネル工事跡見学ツアー
非公開 +黒部ダムガイドと巡るくろよん建設歴史ツアー

B

立山黒部アルペンルート

コース

10月 7 日㈮

黒部
ケーブルカー

徒歩

A

安曇野ちひろ美術館

コース

いわさきちひろと世界の絵本画家の作品を
展示する安曇野ちひろ美術館へご案内いた
します。開園５周年のトットちゃん広場とあ
わせてお楽しみ下さい。

扇沢

立山
ロープウェイ

1433ｍ

関電
電気バス

立山
ケーブルカー

トットちゃん広場

外観

B

リジナル！黒部ダムの歴史を知る
２日間
ービスオ
サ
電
関
2022 年

赤沢岳

立山高原バス

2678ｍ

1455ｍ 1470ｍ

立山トンネル
トロリーバス

A

出発日

黒部湖

1930ｍ

黒 部 ダム

2316ｍ

コース

往復
9月 16日㈮
ＪＲ 利 用

黒部平

3015ｍ

1823ｍ

977ｍ

475ｍ

大観峰

室堂

弥 陀 ヶ原

美女平

立山駅

唯一建設当時のまま残っている素掘りのトンネル
にご案内します。その後、黒部ダムの魅力を熟知し
た専門ガイドと共に壮大な黒部ダムを巡ります。

2450ｍ

立山

立山ロープーウェイ

コース

コース

【旅行代金】
大人お一人様（2 名1室ご利用の場合）

55,000円

■旅 程 集合場所・時間 /ＪＲ新大阪 7:00 〜 9:00（京都駅は途中乗車となります。）

出発日

2022 年

【旅行代金】
大人お一人様（2 名1室ご利用の場合）

往復
9月 25日㈰
ＪＲ 利 用

10月 14日㈮

60,000円

■旅 程 集合場所・時間 /ＪＲ新大阪 7:00 〜 9:00（京都駅は途中乗車となります。）
JR新大阪駅(7:30〜9:30発) (新幹線・指定席)JR京都駅(7:50〜9:50発) JR
名古屋駅 (特急しなの・指定席) JR松本駅＝★石井味噌（味噌蔵の見学とご昼食）
＝○国宝松本城（※松本城天守は有料。観覧料700円はお客様負担）＝◎安曇野ワイ 昼
ナリー＝ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん(旧くろよんロイヤルホテ
夕
ル)17:30頃到着＜泊＞

１

１

JR新大阪駅(7:30〜9:30発) (新幹線・指定席)JR京都駅(7:50〜9:50発) JR
名古屋駅 (特急しなの・指定席) JR松本駅＝★石井味噌（味噌蔵の見学とご昼
昼
食）＝◎安曇野ちひろ美術館＝ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん(旧
夕
くろよんロイヤルホテル)17:00頃到着＜泊＞
ホテル=扇沢駅＝(関電電気バス)＝黒部ダム…◎特別公開 関電トンネル工事跡見学(く 朝
ろよん建設工事記録映像視聴)…黒部ダムガイドと巡るくろよん建設歴史ツアー…黒
部ダム＝(関電電気バス)＝扇沢…◎トロバス記念館＝★ANAホリディ・インリゾート 昼
にて「ダムカレー」ご昼食=○国宝松本城（※松本城天守は有料。観覧料700円はお客
様負担）=JR松本駅 (特急しなの・指定席) 名古屋駅 (新幹線・指定席) JR京都駅
(20:00〜21:30着) JR新大阪駅(20:20〜21:50着)

ホテル=扇沢駅＝（関電電気バス）＝黒部ダム…黒部湖(▲黒部ケーブルカー) ≒黒部 朝
平(▲立山ロープウェイ) ≠大観峰＝(▲立山トンネルトロリーバス)＝室堂(自由昼
食と散策)＝(立山高原バス)＝美女平(立山ケーブルカー) ≒立山駅＝JR金沢駅 (特
急サンダーバード・指定席) JR京都駅(20:00〜21:30着) JR新大阪駅(20:20
〜21:50着)

２

２

※アルペンルートの通り抜けはいたしません。

ペンルートと松本城
山黒部アル
2日間
秋の立

※関電トンネル工事跡見学はございません。

■利用予定ホテル：ANAホリディ・インリゾート信濃大町くろよん ■最少催行人数：25名 ■添乗員：同行します ■バス：アルピコ交通または甲信越エリア利用バス会社（当社基準）
■食事回数：
【Aコース】朝食1回、昼食2回、夕食1回、
【 Bコース】朝食1回、昼食1回、夕食1回 ■交通凡例： 新幹線・電車 ＝バス …徒歩 ≒ケーブルカー ≠ロープウェイ ■観光マークのご説明：◎入場観光
○下車観光(施設へは入場しません) △車窓観光 ▲乗車または乗船観光 ☆ショッピング ★食事・ショッピング ※乗車とはバスを除く鉄道やケーブルカー等への乗車、乗船とは遊覧船やクルーズ船舶等への乗船です。
■□■ご案内■□■
※スケジュールは2022年3月1日現在のものであり、列車・バス等の交通機関の都合・天候・現地事情によって旅程・見学場所・見学時間・食事内容が変更になる場合がございます。※当ツアーは1名様からご参加
いただけます。
（ 相部屋利用はお受けできません）お一人様でご参加の場合はお一人部屋利用追加代金(8,000円)を頂戴いたします。※4名様一室でお申し込みの場合、2部屋以上に分かれていただく場合がござ
います。※添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させて頂きます。なお、労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願
い申し上げます。※バスガイド：乗務いたしません。また、添乗員による観光案内もございませんので予めご了承ください。※アルペンルート内の乗り物は自由席となるため、着席できない場合がございます。※
立山ケーブルカーは、繁忙期は混雑遅延のため代行バス利用となる場合がございます。その際、差額・返金はございません。※JR京都駅からご乗車の方はお申し出ください。(入場券代130円が別途必要です。)※
詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

Go Toトラベルキャンペーンが再開された場合の対応について
現在、事業の具体的な再開時期や適用条件などが未発表のため、GoToトラベル事業割引適用前の旅行代金を記載
しております。事業が再開され、割引支援の対象となった場合は予約を取消すことなく割引支援を適用いたします。
事業が再開されても、適用条件がこれまでの内容と大きく異なる場合があり、割引支援が適用できない場合もござ
いますので予めご了承ください。
事業が再開されていない場合は、割引支援の適用はありません。その際、すでにご予約済の旅行を取消される場合は
既定の取消料が必要になります。

KDS 旅メール会員募集キャンペーン！
２０２２年５月１日～８月３１日
KDS 旅メール会員を募集中 ! 会員様には関電サービスおすすめのツアー情報
をメールでお届けします。期間中に会員登録いただいた方は初回 1,000 円 OFF
で関電サービスの旅行商品をご利用いただけます！

会員登録は
こちら ▼

■□■注意事項■□■
・Go Toトラベル事業が再開されていない場合、割引支援の適用はありません。その際、既
にご予約済みのご旅行を取消される場合は、既定の取消料が必要になります。
・Go Toトラベル事業が再開されても、適用条件がこれまでの内容と大きく異なる場合が
あり、割引支援が適用されない場合もございますので、予めご了承ください。

お申込み・お問い合わせは

電話受付時間/平日9 : 0 0 〜17 : 00（土・日・祝は休業）

06-6365-0062
kds-travel@kandensv.co.jp

【特大荷物の事前予約制について】
新幹線では 2020 年 5 月乗車分から手荷物の 3 辺の合計が 160ｃｍを超える荷物を持ち込む場合、事前に特大荷物スペースつき座席の予約が必要（無料）となります。ご利
用の方はご出発日の 14 日前までに当社へお申込みください。事前予約をせずに持ち込みをされた場合は、車内で持込手数料（1000 円・税込み）が必要となります。特大荷物
スペースつき座席には限りがあり、お取り出来ない場合もございます。尚、250ｃｍを超える荷物はお持込頂けません。詳しくは JR 東海・西日本各社の HP にてご確認下さい。
JR 西日本 : https://www.jr-odekake.net/railroad/service/baggage/ JR 東海 : https://railway.jr-central.co.jp/oversized-baggage/

【国内旅行傷害保険について】
ご加入をお勧めしておりますが、当社は国内旅行傷害保険を取扱いしておりません。加入をご希望の方は別途お渡しするパンフレットにてインターネットからご自身でご
加入いただくか、またはお近くの国内旅行傷害保険のお取扱代理店にてご加入ください。
パンフレットの国内旅行傷害保険お取扱代理店：関電 L＆A
0120-500-615

お申し込みの際にはこのご旅行条件書（要旨）と別途お渡しする旅行条件書を必ずお読みください
11. 旅程保証

★ご旅行条件（要旨）

小旅行等）の代金

1. 募集型企画旅行契約

ご自宅から集合、解散地までの往復交通費および自由行動

ご旅行条件書２３項にある重要な変更が行われた場合は、そ

このご旅行は関電サービス ( 株 ［大阪府知事登録旅行業第２
)

中の費用。

の募集型企画旅行契約の部規定により、その変更の内容に応

−２９２８号］
（以下当社といいます）が企画・募集し実施す

空港旅客施設使用料。

じて旅行代金の１％〜５％に相当する額の変更補償金を支払

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

傷害・疾病に関する医療費等。

います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の

企画旅行契約を締結することになります。

国内旅行総合保険料。
（任意保険）

額は、旅行代金の１５％を限度とします。

2. お申し込み方法

また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円

8. 取消料

このご旅行のご予約は電話等でお申し込みください。
（一部の

(1) お申し込み後、お客様のご都合で旅行を取消しされる場合

コースでは郵便・ファクシミリ・その他の通信手段で受け付

は、旅行代金全額についてお一人様につき下記の取消料

ける場合もあります）

いただきます。

その後、ご案内書・ご旅行条件書・ご請求書等をご送付いた

お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代
金の全額または、一部を受領した時に成立するものとします。
4. お申し込み条件

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、
妊娠中の方、障がいをお持ちの方、高齢の方などで特別の配慮

講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となりま
す。また、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただ

無料

20日〜 8日前まで

20％

７日 〜２日前まで

30％

日より前までにご連絡し、
お客様からいただいた旅行代金の
全額を払い戻します。
13. 確定書面（最終旅行日程表）
旅行開始日の前日までにお渡しします。
（原則として旅行開始
日の５日前までにお渡しできるよう努力いたします。
）
記載のスケジュールは、交通機関の都合および現地事情等

40％

旅行開始当日

50％

旅行開始後または無連絡不参加

100％

ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために

21日前まで

旅行開始日の前日

を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出

により旅程見学箇所が変更されることもありますので、あ
らかじめご了承ください。
道路状況等により帰着が大幅に遅れた場合でも解散場所
からご自宅までの交通費につきましては、お客様負担とさ

(3)お客様の都合で観光先、ホテル、交通機関等旅行内容の変

せていただきます。あらかじめご了承ください。

更をされた場合、代金の返金はできませんのでご了承く

く場合があります。

ださい。

5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は全額を旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て２１日前までにお支払い願います。ただし申込金と残金に
分かれる旅行に関しては、申込金は当社指定の振込依頼書到

時は、旅行の実施を中止することがあります。
この場合には旅
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

下記の取消料の対象となります。

します。

12. 当社による旅行契約の解除及び催行中止
お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たない

(2) お客様のご都合で出発日又はコースを変更された場合も

3. 旅行契約の成立

未満の場合は、変更補償金は支払いません。

14. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件と旅行代金の基準日は、表麺その他に明示

(4) 取消受付日は、当社の営業日・営業時間内にお客様より取
消のお申し出を確認した時を基準とします。

した日になります。
15. 個人情報のお取扱いについて

9. お客様の交替

お客様よりお預かりする個人情報の取扱いについては、ご旅

着後３日以内また、残金は旅行開始日の前日から起算してさ

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡

行条件書巻末の
「個人情報のお取り扱いについて」をご参照く

かのぼって１４日前までにお振込みください。なお、振込手数

すことができます。この場合旅行開始日の前日から起算して

ださい。

料はお客様にてご負担ください。

さかのぼって２０日前より第８項の取消料と同額の変更料を
いただきます。なお、旅行サービス提供機関への旅行者名の登

6. 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、
旅行取扱料金、添乗員経費、団体行動に必要な心づけ。上記諸

録等の事由により交替を承諾できない場合があります。
10. 当社の責任

費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻

当社は当社がお客様に損害を与えたときは損害を賠償い

しはいたしません。

たします。ただし次のような事由による場合は責任を負いま
せん。

7. 旅行代金に含まれないもの
前第６項のほかは旅行代金には含まれません。その一部を例

天災地変、その他不可抗力の事由によって生じた損害
お客様の法令または公序良俗に反する行為によって生じた

示いたします。
電報、電話、食事時の飲み物代など個人的な費用。

損害

ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途代金の

運送、宿泊機関等、当社以外の責めによって生じた損害

※当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
旅行業約款（募集型企画旅行契約）についてこの条件書に定
めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款
をご希望の方は、当社にご請求ください。
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、ご遠慮なく下記の総合旅
行業務取扱管理者にご質問ください。

お 申込みの流れ
1

ご予約

お電話で
ご予約

2

ご案 内 書 送 付

3

旅行代金のお振込み

ご案内書
ご旅行条件書
ご請求書等の送付

ご案内書の
ご確認
お振込み

【旅行企画・実施】

4

最終日程表の送付

5

7 日前を目途に
最終日程表のご送付

旅行当日

出発

お申込み・お問い合わせは

旅行業
大阪府知事登録旅行業 第2-2928号
総 合 旅 行 業 務 取 扱 管 理 者：進 藤 秀 樹
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目14番10号（梅田ＵＮビル11階）

06-6365-0062

電話受付時間/平日9:00〜17:00（土・日・祝は休業）※電話番号はご確認の上、おかけください。

kds-travel@kandensv.co.jp

