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　成田空港国際線出発ロビー集合
　空路、ボストンへ
　専用車にてボストン市内ホテルへ

■ ぶらり歴史めぐり〈オールドタウン〉
■ ボストン中心街散策

■ ボストン美術館
■ イザベラ S. ガードナー美術館
■ 音楽鑑賞〈ボストンシンフォニー〉

■ ハーバード 1日体験
     キャンパスツアー、ハーバード美術館、大学研究室見学、

     ハーバード大学生協 (The COOP) でショッピング

■ ボストン紅葉の旅　モホークトレイルへ
     モホークトレイルは紅葉を満喫できる

     マサチューセッツ州最古の景勝道路

　専用車にてコンコードへ
■ 独立戦争の舞台〈レキシントン、コンコード観光〉
■ 若草物語作者オルコットの家〈オーチャードハウス見学〉

　自由行動
　※各種オプショナルツアーをお楽しみ下さい

　自由行動
■ ジョン・F・ケネディーの軌跡を辿る
　ウォーターフロント地区のレストランでディナー

　専用車にて空港へ
　空路、帰国の途へ

　成田空港帰着
　通関手続き後解散
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行  程  表

期日　　　地名　　　 時間　交通機関　　　　　　　　　　          行程         　　　　　　　　　　　　食事
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

●旅行期間：2016 年 10月12日（水）～ 10月21日（金）　10日間
●旅行代金：668,000 円（お 1人様代金）
※燃油サーチャージ及び空港諸税（暫定 31,910 円、30日前に確定します）は別途ご負担となります。

●申込締切：2016 年 9 月 9日（金）
●最少催行人員：  15 名
●添乗員：添乗員またはグローバル教育プロフェッショナルが日本より同行します。
●利用宿泊施設 : ボストン ( パーク・プラザ・アンド・タワーズ）
　　　　　　　　ウィリアムズタウン（ウィリアム・イン）
●利用航空会社 : 日本航空直行便 (JAL) 予定
                                        ビジネスクラスご希望のお客様は、担当者にご相談下さい。

ご旅行条件（要旨）   詳しい旅行条件書をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申込み下さい。

申込金（おひとり）           旅行代金の 20％

この旅行は、京成トラベルサービス（株）（以下当社といいます）が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
社と募集型企画旅行契約を締結することになります。募集型企画旅行契約の内容・条件は当旅行条件書（後日郵送致します）、出発前
にお渡しする最終旅行日程表等の確定書面及び当社募集型企画旅行契約約款によります。
●旅行の申し込み
当社指定の旅行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を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支
払いいただくときに、その一部として繰り入れます。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取扱います。

●旅行代金に含まれるものは次のとおりです。
航空、船舶、鉄道、送迎バスなどは日程表に明示した旅行交通機関の運賃、旅行日程に明示した観光バス料金、ガイド料金、入場料金、
食事料金、宿泊料金、手荷物運搬料金、団体行動中のチップ、添乗員付きのコースの添乗員又はグローバル教育プロフェッショナルの
同行費用。
●上記以外は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します。
燃油サーチャージ、国内空港施設使用料及び海外空港諸税、超過手荷物運搬料金、クリーニング代、電報電話代、ホテルボーイ・メイ
ドへの心付け、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・渡航手続関連諸費用、一人部屋を利用される
場合の追加代金、オプショナルツアーの代金、日本国内でのご自宅からの発着空港までの交通費、宿泊費、予防注射料金※マサチュー
セッツ州の法律に則りパインメナーカレッジ英語研究所では予防注射及び抗体価検査が必須となっております。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2015 年 10 月 1日を基準としております。また旅行代金は 2015 年 10 月 1日現在有効なものとして公示されている航

空運賃・適用規制または 2015 年 10 月 1日現在観光庁長官に許可申請中の航空運賃・適用規制を基準として算出しています。
●旅行代金のお支払い及び取消料（取消日は旅行開始の前日から起算します。）

●特別補償
当社は当旅行業約款（募集型企画旅行約款）の特別補償規定により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により被られた
一定の損害について予め定める額の保証金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害について損害補償金をお支払いいたします。
【個人情報の取り扱いについて】
当社は旅行申込みの際にご提出いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関、保険会社等の手
配の為に利用させていただくほか、必要な範囲で当該機関等に提供いたします。このほか当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けす
るために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
★安心してご旅行していただくために、お客様自身で海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめ致します。

前々日に当たる日以降当日まで

30日目に当たる日以降15日目に当たる日まで

14日目に当たる日以降 3日目に当たる日まで

無連絡不参加又は旅行開始後

取消日区分　　　　　　　　　　　　　　　　　        取消料
旅行代金が 50万円以上・・・・・・・10万円
旅行代金が 30万円以上50万円未満・・5万円
旅行代金が15万円以上 30万円未満・・3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満・・2万円
旅行代金が10万円未満・・・旅行代金の20％
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

※季節により、行程に記載した内容のサービスが受けられない場合がございます。詳しくは担当よりご案内させて頂きます。
※この行程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更になる場合がございます。

京成トラベルサービス株式会社  東京支店
Tel : 03-5825-5181    E-mail : smb@keiseitravel.co.jp　担当：岡田清之

営業時間：9:30 ～ 18:10（月～金）
定  休  日：日曜、祝日 

お申込みをご希望の方は「氏名」「住所」「電話番号」を記載の上、京成トラベルサービス東京支店まで FAXまたは
メールをお送りください。後日、申込書をお送りさせて頂きます。お問合せも随時受け付けております。

氏名
住所

フリガナ 〒　　　－　　　　　　　

電話　　　　　（　　　）

ぶらり歴史めぐり
移民のグローバル国家アメリカの原点ボスト
ンは、アメリカの歴史の宝庫です。世界各地
から訪れる人々と共に、400 年に近い時を刻
んだ石畳の道を歩き、ボストン虐殺事件やボ
ストン茶会などを辿って、独立への息吹に思
いをはせます。

ボストンアート鑑賞
世界を代表するボストン美術館と、ルネッサン
ス期の傑作アートを自然光の中で鑑賞するイザ
ベラ S. ガードナー美術館。ボストン市民が誇る
ボストンシンフォニーが奏でる重厚な響きにも
心を揺さぶられる感動を受けることでしょう。

1 日ハーバード体験
380 年前の創立当時の面影を色濃く残すハー
バードヤードのジョン・ハーバード像や記念図
書館や記念教会から、ヤードをとり囲むように
点在する各種教育施設と研究施設まで案内しま
す。普段は入ることの出来ない研究現場では、
教授や研究者や学生と会話しましょう。

ボストン紅葉の旅
ボストンの西に広がるバークシャー地方へと続
く街道モホークトレイルは、世界的に知られた
紅葉の名所です。和服の裾模様のような日本の
紅葉とは一線を画し、どこまでも豪快に続く錦
模様が目に焼き付きます。ボストンの紅葉は 10
月のこの時期だけの特別な贈り物です。

独立戦争の舞台
独立戦争は、1775 年 4月 19 日の未明に隣村レ
キシントンで始まりました。1630 年頃から英
国の植民都市として発達してきたボストンで
は、住民の多くが本国との交易で身を立ててい
たので、植民派と独立派との議論は、家族の絆
も超えた激しいものだったと言われています。

ジョン・F・ケネディーの軌跡
ボストンで生まれて10年間を過ごし、ハーバー
ドカレッジで4年間学んだジョン・F・ケネディー
は、ボストンとハーバードの申し子です。母ロー
ズが1965年に買戻して JFK歴史記念館とした生
家と、幼少期から大統領時代までを語り継ぐ豊
富な資料を展示するライブラリーを訪れます。

オプショナルツアーのご案内
①プリマス半日観光（所要 5時間）：昼食付￥19,000
②ポーツマス１日観光（所要 8時間）：昼食付￥24,000
③ジョン万次郎のフェアヘブンを訪ねて（所要 7時間）：昼食付￥23,000
④ケープゴット１日観光（所要 7時間）：昼食付￥23,000
⑤「アムトラックで行く」ニューヨーク半日観光（所要16時間）：昼食付￥33,000
⑥ナイアガラの滝１日観光（所要 15 時間）：昼食付￥59,000
※上記記載の代金はお 1人様当たりの代金です。
※2名様より実施致します。

15-1026



お問い合わせはこちらから 
 

① 次の画面に表示される「学び旅 参加申込書」に必要事項記入の上、弊社Ｅ－ｍａ

ｉｌアドレスに返信ください。 E-mail : smb@keiseitravel.co.jp 担当 岡田清之 

② 参加申込書を送付いただきましたら弊社よりご連絡いたします。 

 

③ 学び旅に関するお問合せは 京成トラベルサービス株式会社 東京支店  

                          担当 岡田清之 

              電 話 03-5825-5181    FAX 03-5825-5180 

                      営業時間 平日 9:30~18:15   土曜日 9:30~12:30 

                      定休日    日曜日、祝祭日 

https://www.keiseitravel.co.jp/boston/contact.html
mailto:smb@keiseitravel.co.jp


※ESTA代行取得ご希望の方は下記の記入をお願い致します。

※ESTA（電子渡航認証システム）に関するご案内

父親

母親

生年月

日
女

　　　年　　　　月　　　　日

（西暦　　　　　　　年）

有効な旅券パスポート

学び旅　参加申込書

お申込日 20　　　　年　　　　月　　　　日

お申し込みコース名 ツアー出発日

有効期限

男

大正

昭和

平成

フリガナ

参加者名（漢字）

ローマ字

フリガナ

1人部屋希望 なし たばこ あり なしあり

メールアドレス

FAX

電話

携帯電話

渡航中

緊急連絡

先

ご旅行者様の

出生地

ビジネスクラス希望 あり なし

都  道

府  県

区

市

郡

ご両親のお

名前

フリガナ

フリガナ

住所

電話 メールアドレス

１. 米国の法律によりビザ免除プログラムを利用して航空機または船で米国に渡航するすべての渡航者に対して搭乗または

     乗船する前に電子渡航認証の取得が義務付けられます。

２.  ESTA登録はお客様ご自身で行うことが可能です。（ESTA申請専用WEBサイト　https://esta.cbp.dhs.gov/)

別紙　取引条件説明書面に記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関・保健会社等への個人情報

の提供に同意の上、以下の旅行に申し込みます。

     なお、ESTA登録時に「DENIED（認証不可）」となったお客様は、大使館での査証申請が必要となります。

３.  ESTA申請代金は有料（14US$、クレジットカード決済）になります。ESTAの代行取得を承ります。代行取得の

     お取扱について手数料4,320円（税込み）を申し受けます。

住所
〒

５． 有効な旅券（パスポート）をお持ちの方は写真の面をコピーして参加申込書と共にご提出ください。

※注意事項

勤務先・学校名

住所 電話

２．ビジネスクラスをご希望の方は、別料金にてお取扱させていただきます。
１．お申し込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。

３． 一人部屋はホテル予約状況によりご希望に添えない場合がありますのでご了承下さい。
４． この申込書は、渡航書類等を作成する際の台帳となりますので、必要事項をもれなく正確に楷書にてご記入下さい。

氏名

■お申込み・お問合せ ※申込書に必要事項をご記入後、支店にFAXまたはメールにてお申し込み下さい。  

京成トラベルサービス株式会社 東京支店 ［観光庁長官登録旅行業第70号］ 

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-9-16 日東ビル9階 

TEL：03-5825-5181 / FAX：03-5825-5180 / E-mail : smb@keiseitravel.co.jp  担当：岡田清之 
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