イベント企画：東京都水道局

旅行企画・実施：京王観光株式会社 東京南支店

本事業は、水道水源林の豊かな自然を体験し、水道事業への理解を深めていただきながら、
結婚支援の取組の一環として出会い創出イベントも実施する特別企画です。

奥多摩の水と
緑に触れよう♪

ダム婚活♥
小河内ダムを巡る!

秋の日帰りバスツアー
旅行期間 日帰り

土
2019年 11月 9 日●

参加者全員に
小河内ダムの
ダムカードが
もらえるよ！

（注）雨天決行

●都営水道の給水区域にお住まいの方
●年齢20〜45歳までの独身の方

募集対象
募集人数

40名（男女各20名）
20名（男女各10名）
2019 年 10月16日（水）

※応募多数の場合は抽選とします。

最少催行人員
募集締切日
応募の流れ

応募登録

当落通知

2019年 9月19日
（木）13:00〜2019年 10月16日
（水）23：59
応募者1名に付き1登録をお願いいたします。

2019年 10月18日
（金） 抽選結果はメールで通知します。
・当選された方は、再度申込者専用画面（マイページ）にログインいただき、
旅行条件を確認の上、指定期日までに旅行代金をお支払いください。
・当社が旅行代金を受理した時に旅行契約が成立したことになります。
※京王観光（株）が応募受付した後、東京都水道局が厳正に抽選を実施致します。
抽選結果につきましては京王観光（株）から通知をさせていただきます。

旅行代金入金
旅行代金 / 昼食付
応募方法

お一人様

2019年 10月24日
（木）
までにお支払い手続きとご決済をお願い致します。
入金の確認後、詳細のご案内や誓約書をお送り致します。

4,000 円（男女同額）

添乗員

同行します

専用WEBより応募下さい https://kitos-001.jp/damkonkatsu-tour/Entry/RegTop.aspx

銀行振込
当選後のお支払い クレジットカード、

当日の行程

〈全行程バス移動になります〉

天候などの諸条件により、記載の行程が変更となる場合があります。

立川駅 8:20集合
立川駅8:30＝＝＝小河内ダム周辺散策（水と緑のふれあい館・ふれあいの
みち小河内ゾーン・ダム上部展望台）紅葉シーズンの小河内ダム周辺にて、
雄大な景色を望む展望台を目指して、水道について楽しく学びながら散策
＝＝＝小菅の湯（昼食・レクリエーション等）
ビュッフェ形式の昼食や参加者
同士の交流を深めるレクリエーションを通じて、出会いを創出＝＝＝
〜到着前にバス車内でカップル発表〜＝＝＝立川駅 17:30頃（解散）
＝＝＝貸切バス

注意・禁止事項
※参加確定者には、免許証等での本人確認・誓約書へ署名の書類を事前にご提出頂きます。
※東京都水道局パンフレット等にツアーの様子を撮影した写真を掲載する場合があります。
※新聞社等の取材が入る場合があります。
※参加者には簡単なアンケートにご協力いただきます。
※参加時点で婚姻婚約関係、内縁関係、同棲中の方の参加はできません。
※参加者名は、匿名（通称名含む）
ではなく実名でご参加ください。
※反社会的勢力、それに準ずる関係者の参加は出来ません。
※営業勧誘目的、同業調査目的、及びそれに準ずる類似行為（ネットワークビジネスや宗教の勧誘など）を禁止します。
※セクハラやそれに準ずる行為、迷惑行為を禁止します。
※当ツアーで得た情報の第三者への漏洩、開示を禁止します。
（参加者やスタッフの無許可の撮影なども含みます。）
※ツアー終了後に発生したトラブル、損害等に対し一切責任を負いかねます。又、結果内容や参加者の個人情報、間接的な連絡等にも一切ご対応できません。
出会った後は「自己責任」
で「健全」な交際をお願い致します。

集合場所と共通のご案内

バス車内では必ずシートベルトの着用をお願いします。バス旅お申込みのお客様は旅行条件書をご覧ください。

バスは集合場所近くに停車する予定ですが、
道路事情等により少し離れた場所になる場合
もございます。その際は添乗員が徒歩にてご
案内いたします。予めご了承ください。

京王観光は、お客様の安心･安全を最優先とし、
「運輸安全

マネジメント」
および
「安全管理規程」
が整備されたバス会
社を右記のとおり選定し、運行いたします。

集合場所のご案内

出発10分前にご集合ください

北口 コアシティ立川
三菱UFJモルガン・スタンレー証券前
コアシティ立川
パレスホテル立川
多摩信用
金庫

立川高島屋

立川北駅

安全運行への
取り組み

客様と同行させていただきます。一定の休
憩時間を適宜取得させることが必要ですの
で、
ご理解お願い申し上げます。
※旅行代金には諸税・サービス料が含まれて
おります。
※アレルギー等健康上の理由、
または宗教上
の理由により、食事内容の変更が必要なお
客様は、可能、かつ合理的な範囲で手配さ
せていただきますのでお申し出ください。
※確定情報を記載する最終旅行行程表につきまし
ては当社より当選者へお送りさせて頂きます。

多摩都市
モノレール

※出発10分前が集合時間となります。
※バス車内は禁煙となっています。
※添乗員が同行いたします。
※交通事情により、始発乗車地以外の乗車場
所や見学地への到着が前後する場合がござ
います。運行に遅れが生じる場合や見学地
のコース順が変更になる場合もございます
ので、
ご了承ください。
※座席の指定はお受けできません。
※指定乗車地以外での乗車・下車はできません。
※当社の管理しえない事象が発生し、帰着が
遅れ帰宅等のための費用が生じた場合、お
客様の負担となります。
※ペット同伴でのご参加はお断りします。
※掲載写真・イラストは全てイメージです。
※添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お

伊勢丹
立川店

ビックカメラ
ルミネ

至八王子

JR立川駅

至新宿

利用バス会社
京王電鉄バス（株）
京王電鉄バス

ご旅行条件（要旨）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申し込みください。

この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件書面及び契約が締
結された場合は同法12条の5に定める契約書面の一部になります。

この旅行は京王観光株式会社（東京南支店）が旅行を企画して実施するものでありこの旅行に参加されるお客様は当社と募 （2）旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものと
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。旅行契約の内容、条件は当パンフレットの記載内容･
し、上記の料率で違約料をいただきます。
旅行条件書･確定書面（クーポン券類又は最終日程表）ならびに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」 5. 通信契約の旅行条件
という）
によります。
当社らは、当社らが発行するカード又は当社らが提携するクレジットカード会社、
（以下「提携会社」）のカード会員（以
1. 旅行のお申込み及び旅行契約の成立
下「会員」）
より
「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払を受ける」
こと
（以下「通信契約」）
を条件に旅行の
（1）当社所定の申込み書に所定の事項を記入の上、お 1 人様につき下記の申込み金を添えてお申込みください。申込み金は
お申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と異なります。
（受託旅行業者により当
「旅行代金」
「取消料」
「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
また、当社は電話、郵便及びファクシミリ、E メールその
該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
他の方法による旅行契約の予約を受付けます。
この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が予約を承諾 6.旅行の取りやめ
する旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に所定の申込み書と申込み金を提出していただきます。
お申し込み人員がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。
この場合、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までに、
また日帰り旅行にあって
旅行代金
3万円未満
は3日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
申込金
旅行代金全額
7. 添乗員 同行いたします。
（2）当社は、団体･グループを構成する複数のお客様が責任ある代表者（以下、
「契約責任者」
という）
を定めた場合、契約 8. 最少催行人員 コースに明示
の締結･解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団体･グループに係る旅行業務に 9.個人情報の取り扱いについて
関する取引は、契約責任者との間で行います。
当社は申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただ
（3）旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込み金を受領した時に成立するものとします。
いた旅行における運送機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続きや、
イベント運営に必要な範囲内で
（4）未成年の方は親権者の同意書が必要です。
運送機関等、
東京都水道局に提供させていただきます。
2. 旅行代金のお支払い
10. 特別な配慮を必要とする方
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。これ以降
お客様の状況によっては、
当初の手配内容に含まれていない特別な配慮・措置が必要になる可能性があります。必要
のお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。身障者割引等の適用はあり
な方はご相談させていただきますので、別途お渡しする「ご旅行条件書」に記載のお申込み条件を確認の上、必
ません。
ずお申し出ください。
3. 旅行代金に含まれないもの
11. その他
ご自宅と集合･解散地間の交通費や宿泊費･飲食費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
（1）
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
4. 取消料
（2）
このパンフレットに記載のコースの貸切バス会社名は出発前日までに確定書面にてお知らせします。
（1）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は旅行代金に対してお 1 人につき次の料率で取消 （3）
この旅行条件は2019年9月1日を基準としております。又、旅行代金は2019年9月1日現在の有効な運賃･
料をいただきます。宿泊を伴うコースの場合、ご参加のお客様からは１室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれ
規則を基準として算出しております。
ぞれいただきます。お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合、また、申込人数から一部の人数を
取消される場合も、下記取消料の対象となります。
取 消 日
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

旅行企画
実
施

取 消 料

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）
（3〜6を除く）
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）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）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

京王観光株式会社

無 料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

東京南支店 東京都新宿区新宿2-3-10
新宿御苑ビル2F

観光庁長官登録旅行業第10号 日本旅行業協会
（JATA）
会員
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。
この旅行契約に関してご不明な点があれば、
ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

お申込み・
お問合せ先

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

WEBからお申し込み下さい。
https://kitos-001.jp/damkonkatsu-tour/
Entry/RegTop.aspx

スマートフォンはこちらから

TEL 03-5919-4831 FAX 03-3359-2570
営業時間 月〜金 9:00-18:00（土・日・祝日休業） 東京水道局婚活バスツアー担当：永野・西村・佐藤
京王観光株式会社

東京南支店 〒160-0022

東京都新宿区新宿2-3-10

新宿御苑ビル2F

総合旅行取扱管理者 夏目武彦

