
Citytours

注意事項 ・写真はイメージです。メロンのばあむは大人と小人Ａのみ。8/3・4は浜焼き御膳のみ

シテ ィ ツアーズ特別企画 2020.7/20～9/30発

7,000円

一般客室（※一例です） こだわり会席料理 ７種の湯巡り

1泊3食＆メロン付プラン

(お盆期間8/8～8/15の宿泊は除く)

（このツアーは、愛知県から７，０００円の補助を受けています。）

おとなおひとりさま
（平休日２名１室以上のご利用）

9,000円 おとなおひとりさま
（休前日２名１室以上のご利用）

（このツアーは、愛知県から９，０００円の補助を受けています。）

ＬＯＶＥあいちキャンペーン価格

ＬＯＶＥあいちキャンペーン価格

浜焼き食べ放題 ～8/16まで 浜焼き御膳 8/17～(平日のみ)

蒲郡オレンジパークで食べる！海鮮昼食＆マスクメロン狩り

メロンの
ばあむ
1人1個付

8/17～(土日祝のみ)
食べ放題か御膳の選択可能！

※大人のみ

（税込)

（税込)



Citytours

「LOVEあいちキャンペーン」取消料に関するご注意
旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは特別価格に補助金の額を加算した額（旅行代金）
を基準に算出されます。

旅行代金 に つ い て

小人A

平休日 5,000 円 (税込)
(このツアーは、愛知県から4,000円の補助を受けています。)

休前日 6,000 円 (税込)
(このツアーは、愛知県から6,000円の補助を受けています。)

平休日 4,000 円 (税込)
(このツアーは、愛知県から3,000円の補助を受けています。)

休前日 5,000 円 (税込)
(このツアーは、愛知県から4,000円の補助を受けています。)

近隣 の観光スポ ッ ト - 蒲郡 の ｼ ﾝ ﾎ ﾞ ﾙ 竹 島 -

長さ387メートルの橋で陸地と結ばれている竹島、島の中
央部には日本七弁財天のひとつである「八百富神社」が
あります。対岸と島を繋いでいる竹島橋は竹島橋は縁結
びの橋と呼ばれているので、相手と中央を開けないように
渡ると縁起が良いです。冬にはシベリアからユリカモメな
どの渡り鳥が飛来し、心を和ませてくれます。

基本情報
(1)竹島
営業時間 00:00～24:00 (通年)
料金 無料
住所 愛知県蒲郡市竹島町3-15
アクセス 音羽蒲郡ICより車で約15分
(2)蒲郡オレンジパーク ～営業時間短縮中～
営業時間 10:00～15:00(平日)/9:00～16:00(土日祝)
料金 有料
住所 愛知県蒲郡市清田町小栗見1-93
アクセス 音羽蒲郡ICより車で約10分

①

②

モデルコース（マイカーの場合）

ご自宅 === 竹島(見学) === ホテル

ホテル === 蒲郡オレンジパーク(浜焼きBBQと
メロン狩り) ===ご自宅

※蒲郡オレンジパークは1日目でもご利用頂けます

小人B

旅行企画・実施

〒451-0041　名古屋市西区幅下2-18-10 シティツアーズビル

観光庁長官登録旅行業第1444号　㈳日本旅行業協会（JATA）会員

旅行開始日の前日からさかのぼって、20日目～8日目

旅行開始日の前日からさかのぼって、7日目～2日目

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日（旅行開始前）

旅行開始後及び無連絡不参加

※貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。

＜募集型企画旅行の場合＞ 取消料

旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の50％

旅行代金の100％ 総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明

に不明な点があれば、総合旅行業務取扱い管理者にお問合せください。

旅行代金まで

※１５歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除きます。）１

５歳以上２０歳未満の方のご参加は、父母の同意書が必要です。

■旅行代金のお支払い

旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日目に当たる日（以下「基準日」とい

う）より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みされた場合は、お申込み時点又は旅行開始

日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

■取消料

お客様は次の取消料をお支払いいただくことでいつでも旅行契約を解除できます。

申込金
6,000円～ 12,000円～ 20,000円～ 30,000円～ 代金の２０％～

旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで

■旅行の申込み方法

当社所定の申込書に所定の事項を記入し、お一人様につき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みい

ただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。当社は、電話、郵便、

ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の

申込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日以内に申込書と

申込金を提出又していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったもの

として取り扱います。

株式会社シティツアーズ

●お申込み・お問合せ

旅行代金 3万円未満 6万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上

■ご旅行条件書（要旨）※お申込みの際は、必ず募集型企画旅行条件書（全文）をご確認ください。

■募集型企画旅行契約

この旅行は、株式会社シティツアーズ（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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」という）を締結することになりま

す。また、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されている条件のほか、

本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」（以下「募集型企画旅行約

款」という）によります。



Citytours

注意事項 ・表記金額は税込です。 写真はイメージです。

ラ グ ー ナ テ ン ボ ス 入 園 ＋ プ ー ル 利 用 券 付

シテ ィ ツアーズ特別企画 2020.7/20～9/21発

9,000円

こだわり会席料理 三河湾に面した露天風呂

1泊2食＆ラグーナ入園
＋プール利用プラン

(お盆期間8/8～8/15の宿泊は除く)

1２,000円

おとなおひとりさま
（平休日４名１室以上のご利用）

おとなおひとりさま
（休前日４名１室以上のご利用）

（このツアーは、愛知県から９，０００円の補助を受けています。）

（このツアーは、愛知県から１０，０００円の補助を受けています。）

南星宮

ＬＯＶＥあいちキャンペーン価格

ＬＯＶＥあいちキャンペーン価格



Citytours

「LOVEあいちキャンペーン」取消料に関するご注意
旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは特別価格に補助金の額を加算した額（旅行代金）
を基準に算出されます。

旅行代金 に つ い て

大人

小人B

平休日 10,000 円 （2～3名1室)
(このツアーは、愛知県から10,000円の補助を受けています。)

休前日 14,000 円 （2～3名1室)
(このツアーは、愛知県から10,000円の補助を受けています。)

平休日 5,000 円
(このツアーは、愛知県から4,000円の補助を受けています。)

休前日 5,000 円
(このツアーは、愛知県から5,000円の補助を受けています。)

近隣 の無料観光スポ ッ ト - 愛知 こ ど も の 国 -

自然を生かした100万㎡の広さのある児童総合遊園施設
。「あさひが丘」「中央広場」「ゆうひが丘」とエリアがあり、
巨大遊具や蒸気機関車（こども汽車）など様々な遊具で
楽しめます。工作体験や科学実験を子ども向けに提供。

小人A
平休日 7,000 円
(このツアーは、愛知県から7,000円の補助を受けています。)

休前日 8,000 円
(このツアーは、愛知県から8,000円の補助を受けています。)

基本情報
(1)愛知こどもの国
営業時間 9:00～17:00 通年(年末年始除く)
料金 無料(一部有料施設あり)
住所 愛知県西尾市東幡豆町南越田3
アクセス 音羽蒲郡ICより車で約50分
(2)ラグーナテンボス
営業時間 日にちにより異なる(詳細はHPをご確認下さい)
料金 有料
住所 愛知県蒲郡市海陽町２丁目３−１
アクセス 音羽蒲郡ICより車で約20分

①

②

モデルコース（マイカーの場合）

※ラグーナテンボスは
２日目でもご利用頂けます

ホテル === 愛知こどもの国(有料施設自己負担)

===ご自宅

ご自宅 ===ラグーナテンボス(入園＋プール) 

===ホテル

旅行企画・実施

〒451-0041　名古屋市西区幅下2-18-10 シティツアーズビル

観光庁長官登録旅行業第1444号　㈳日本旅行業協会（JATA）会員

旅行開始日の前日からさかのぼって、20日目～8日目

旅行開始日の前日からさかのぼって、7日目～2日目

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日（旅行開始前）

旅行開始後及び無連絡不参加

※貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。

＜募集型企画旅行の場合＞ 取消料

旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の50％

旅行代金の100％ 総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明

に不明な点があれば、総合旅行業務取扱い管理者にお問合せください。

旅行代金まで

※１５歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除きます。）１

５歳以上２０歳未満の方のご参加は、父母の同意書が必要です。

■旅行代金のお支払い

旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日目に当たる日（以下「基準日」とい

う）より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みされた場合は、お申込み時点又は旅行開始

日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

■取消料

お客様は次の取消料をお支払いいただくことでいつでも旅行契約を解除できます。

申込金
6,000円～ 12,000円～ 20,000円～ 30,000円～ 代金の２０％～

旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで

■旅行の申込み方法

当社所定の申込書に所定の事項を記入し、お一人様につき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みい

ただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。当社は、電話、郵便、

ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の

申込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日以内に申込書と

申込金を提出又していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったもの

として取り扱います。

株式会社シティツアーズ

●お申込み・お問合せ

旅行代金 3万円未満 6万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上

■ご旅行条件書（要旨）※お申込みの際は、必ず募集型企画旅行条件書（全文）をご確認ください。

■募集型企画旅行契約

この旅行は、株式会社シティツアーズ（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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」という）を締結することになりま

す。また、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されている条件のほか、

本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」（以下「募集型企画旅行約

款」という）によります。



Citytours

注意事項 ・表記金額は税込です。 ・写真はイメージです。

ｲ ﾙ ｶ ｼ ｮ ｰ の 迫 力 ◎ 南 知 多 ﾋ ﾞ ｰ ﾁ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ 入 園 券 付

シテ ィ ツアーズ特別企画 2020.7/20～10/30発

6,000円

1泊2食＆
南知多ビーチランド入園プラン

(お盆期間8/12～8/15の宿泊は除く)

おとなおひとりさま
（平休日・休前日２名１室以上のご利用）

（このツアーは、愛知県から６，０００円の補助を受けています。）

こだわり会席料理お部屋タイプ：和室 ホテル外観

ＬＯＶＥあいちキャンペーン価格

小人A 小人B

平休日 4,400 円
(このツアーは、愛知県から4,000円の補助を受けています。)

休前日 5,800 円
(このツアーは、愛知県から4,000円の補助を受けています。)

平休日 3,000 円
(このツアーは、愛知県から3,000円の補助を受けています。)

休前日 4,000 円
(このツアーは、愛知県から3,000円の補助を受けています。)

いつでもこの値段！



Citytours

「LOVEあいちキャンペーン」取消料に関するご注意
旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは特別価格に補助金の額を加算した額（旅行代金）
を基準に算出されます。

近隣のお買物ス ポ ッ ト - 魚太郎 -

とれたての鮮魚から貝類、さらに乾物や佃煮などの加工
品まで合わせると常時500～600種類販売している。お
値打ちな価格で購入可能です。市場に隣接されている
バーベキュー場で手ぶらでBBQを楽しめます。

①

②

モデルコース（マイカーの場合）

※南知多ビーチランドは２日目でもご利用頂けます

ごホテル=== 魚太郎(お買物) ===ご自宅

ご自宅 ===南知多ビーチランド (観光)  ===ホテル

基本情報
(1)魚太郎
営業時間 8:30～16:30 (水曜日は16:00まで) 通年
料金 無料
住所 愛知県知多郡美浜町豊丘字原子32-1
アクセス 南知多ICより車で約5分
(2)南知多ビーチランド
営業時間 時期により異なる(詳細はHPをご確認下さい)
料金 有料
住所 愛知県知多郡美浜町奥田428-１
アクセス 美浜ICより車で約10分

旅行企画・実施

〒451-0041　名古屋市西区幅下2-18-10 シティツアーズビル

観光庁長官登録旅行業第1444号　㈳日本旅行業協会（JATA）会員

旅行開始日の前日からさかのぼって、20日目～8日目

旅行開始日の前日からさかのぼって、7日目～2日目

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日（旅行開始前）

旅行開始後及び無連絡不参加

※貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。

＜募集型企画旅行の場合＞ 取消料

旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の50％

旅行代金の100％ 総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明

に不明な点があれば、総合旅行業務取扱い管理者にお問合せください。

旅行代金まで

※１５歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除きます。）１

５歳以上２０歳未満の方のご参加は、父母の同意書が必要です。

■旅行代金のお支払い

旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日目に当たる日（以下「基準日」とい

う）より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みされた場合は、お申込み時点又は旅行開始

日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

■取消料

お客様は次の取消料をお支払いいただくことでいつでも旅行契約を解除できます。

申込金
6,000円～ 12,000円～ 20,000円～ 30,000円～ 代金の２０％～

旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで

■旅行の申込み方法

当社所定の申込書に所定の事項を記入し、お一人様につき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みい

ただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。当社は、電話、郵便、

ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の

申込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日以内に申込書と

申込金を提出又していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったもの

として取り扱います。

株式会社シティツアーズ

●お申込み・お問合せ

旅行代金 3万円未満 6万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上

■ご旅行条件書（要旨）※お申込みの際は、必ず募集型企画旅行条件書（全文）をご確認ください。

■募集型企画旅行契約

この旅行は、株式会社シティツアーズ（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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」という）を締結することになりま

す。また、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されている条件のほか、

本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」（以下「募集型企画旅行約

款」という）によります。


