
鈴鹿8耐アクセスツアー
2022 FIM 世界耐久選手権

“コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第43回大会
開催日：2022年8月4日(木)～8月7日(日)

安心の添乗員付き

全コース添乗員付きなので
初めての８耐観戦でも安心！

東武トップツアーズ F1

8耐観戦は

にお任せ下さい！

お申し込みは専用ホームページにて
受け賜っております！

ツアーと併せてチケットの購入が可能

一度に手配できるので便利！

宿泊観戦チケット

設定コース一覧

東京・横浜発着コース
東京方面からご参加の方向けのバスプランをご用意！

設定プラン ■東京駅・横浜駅発着：0泊3日プラン

名古屋発着コース

名古屋近郊または名古屋駅からツアーにご参加の方向けに4つのプランをご用意！

設定プラン

■名古屋駅発着：日帰りプラン

■名古屋駅発着：前泊（1泊2日）プラン

■名古屋駅発着：後泊（1泊2日）プラン

■名古屋駅発着：前後泊（2泊3日）プラン

大阪発着コース

大阪方面からご参加の方向けに日帰りプランをご用意！

設定プラン ■新大阪駅発着：日帰りプラン

交通

※名古屋駅から貸切バスご利用の下記「名古屋発着コース」も併せてご検討ください（新幹線は別途手配が必要です）



①観戦ツアー0泊3日 東京駅・横浜駅発着

8/6
(土)

東京駅(23:00) ⇒ 横浜駅(24:00) ⇒ 【車中泊】

8/7
(日)

⇒ 鈴鹿サーキット(6:00) ※到着後サーキット走行

《各自鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝観戦》

鈴鹿サーキット(20:30) ⇒ 【車中泊】
※出発後に鈴鹿周辺のショッピングセンター立ち寄り予定です

⇒ 東京駅(4:30) ⇒ 横浜駅(5:30)8/8
(月)

・東京駅・横浜駅から専用バスにて鈴鹿まで移動。乗換え無しでサーキットまでラクラクご案内。
・鈴鹿サーキット到着時に専用バスでのサーキット走行を予定しております。

コース案内

東京・横浜発着コース

②観戦ツアー 日帰り 名古屋駅発着

8/7
(日)

名古屋駅(7:00) ⇒ 鈴鹿サーキット(8:30)

《各自鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝観戦》

鈴鹿サーキット(20:30) ⇒ 名古屋駅(22:30)

・名古屋駅から専用バスにて鈴鹿まで移動。 乗換え無しでサーキットまでラクラクご案内。

名古屋発着コース

旅行代金 「東京駅・横浜駅発着 0泊3日」旅程表（予定）

東京・横浜 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥17,500 ¥0

小学生以上

¥35,000

※旅行代金に観戦チケットは含まれません。 別途ご購入が必要です。
5ページの観戦チケットご案内をご参照ください。

■ツアーインフォメーション
☆旅程表に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。
☆旅行代金に含まれるもの：往復バス代金、添乗員費用、消費税
☆中学生以下の方がご参加の場合は大人の方の同伴が必要となります。
☆8/7(日)の決勝戦終了後、鈴鹿周辺のショッピングセンターへの立ち寄りを予定しております。各自、ご夕食やご入浴（お支払いはお客様各自と
なります）をお楽しみいただき、その後、帰路につきます。

■旅行日程：8/6(土)～8/8(月) 0泊3日
■募集人数：30名 ■最少催行人数：15名
■添乗員：全行程同行致します
■食事条件：なし（朝食0回・昼食0回・夕食0回）
■利用バス会社：アイビーエス

名古屋日帰り 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥6,250 ¥0

小学生以上

¥12,500

■旅行日程：8/7(日) 
■募集人数：30名 ■最少催行人数：15名
■添乗員：全行程同行致します
■食事条件：なし（朝食0回・昼食0回・夕食0回）
■利用バス会社：名阪近鉄バス

■ツアーインフォメーション
☆旅程表に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。
☆旅行代金に含まれるもの：往復バス代金、添乗員費用、消費税
☆中学生以下の方がご参加の場合は大人の方の同伴が必要となります。
☆8/7(日)の決勝戦終了後は周辺道路の混雑が予想されており、名古屋駅到着時間が予定よりも大幅に遅れる場合がございます。接続の交
通機関に乗り遅れた場合、弊社では一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

※旅行代金に観戦チケットは含まれません。 別途ご購入が必要です。
5ページの観戦チケットご案内をご参照ください。

旅行代金 「名古屋駅発着 日帰り」旅程表（予定）
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③観戦ツアー 前泊（1泊2日） 名古屋駅発着

コース案内

名古屋発着コース

8/6
(土)

名古屋駅周辺ホテル泊

8/7
(日)

名古屋駅(7:00) ⇒ 鈴鹿サーキット(8:30)

《各自鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝観戦》

鈴鹿サーキット(20:30) ⇒ 名古屋駅(22:30)

・名古屋駅周辺にて前泊し、当日は名古屋駅から専用バスにて鈴鹿まで移動。 乗換え無しでサーキットまでラクラクご案内。

④観戦ツアー 後泊（1泊2日） 名古屋駅発着

8/7
(日)

名古屋駅(7:00) ⇒ 鈴鹿サーキット(8:30)

《各自鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝観戦》

鈴鹿サーキット(20:30) ⇒ 名古屋駅(22:30)

名古屋駅周辺ホテル泊

各自にてチェックアウト8/8
(月)

・名古屋駅から専用バスにて鈴鹿まで移動。 乗換え無しでサーキットまでラクラクご案内。レース観戦後は名古屋駅周辺にて後泊となります。

旅行代金 「名古屋駅発着 前泊（1泊2日）」＜スタンダードクラスホテル＞旅程表（予定）

旅行代金 「名古屋駅発着 前泊（1泊2日）」＜スーペリアクラスホテル＞

■旅行日程：8/6(土)～8/7(日) 
■募集人数：30名 ■最少催行人数：15名
■添乗員：全行程同行致します
■食事条件：なし（朝食0回・昼食0回・夕食0回）
■宿泊予定ホテル：下記のいずれか（お選びいただけません）
スタンダードクラスホテル
・ホテルサンルートプラザ名古屋 ・名鉄イン名古屋駅前
スーペリアクラスホテル
・名鉄グランドホテル ・名鉄イン名古屋駅新幹線口

■利用バス会社：名阪近鉄バス

※旅行代金に観戦チケットは含まれません。 別途ご購入が必要です。
5ページの観戦チケットご案内をご参照ください。

名古屋前泊 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥12,250 ¥0

小学生以上

¥21,000

名古屋前泊 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥16,400 ¥0

小学生以上

¥27,000

■ツアーインフォメーション
☆旅程表に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。
☆旅行代金に含まれるもの：往復バス代金、宿泊（前泊1泊分）、添乗員費用、消費税
☆お部屋タイプのご希望は受付できません。 2名様でのお申し込みの場合でもシングルルーム2室でのご案内となる場合がございます。

2名様1室が参加条件となる場合は別途お問い合わせをお願いいたします。
☆中学生以下の方がご参加の場合は大人の方の同伴が必要となります。
☆8/7(日)の決勝戦終了後は周辺道路の混雑が予想されており、名古屋駅到着時間が予定よりも大幅に遅れる場合がございます。接続の交
通機関に乗り遅れた場合、弊社では一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

旅行代金 「名古屋駅発着 後泊（1泊2日）」＜スタンダードクラスホテル＞旅程表（予定）

旅行代金 「名古屋駅発着 後泊（1泊2日）」＜スーペリアクラスホテル＞

※旅行代金に観戦チケットは含まれません。 別途ご購入が必要です。
5ページの観戦チケットご案内をご参照ください。

■旅行日程：8/7(日)～8/8(月) 
■募集人数：30名 ■最少催行人数：15名
■添乗員：全行程同行致します
■食事条件：なし（朝食0回・昼食0回・夕食0回）
■宿泊予定ホテル：下記のいずれか（お選びいただけません）
スタンダードクラスホテル
・ホテルサンルートプラザ名古屋 ・名鉄イン名古屋駅前
スーペリアクラスホテル
・名鉄グランドホテル ・名鉄イン名古屋駅新幹線口

■利用バス会社：名阪近鉄バス

■ツアーインフォメーション
☆旅程表に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。
☆旅行代金に含まれるもの：往復バス代金、宿泊（後泊1泊分）、添乗員費用、消費税
☆お部屋タイプのご希望は受付できません。 2名様でのお申し込みの場合でもシングルルーム2室でのご案内となる場合がございます。

2名様1室が参加条件となる場合は別途お問い合わせをお願いいたします。
☆中学生以下の方がご参加の場合は大人の方の同伴が必要となります。
☆8/7(日)の決勝戦終了後は周辺道路の混雑が予想されており、名古屋駅到着時間が予定よりも大幅に遅れる場合がございます。 3

名古屋後泊 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥12,250 ¥0

小学生以上

¥21,000

名古屋後泊 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥16,400 ¥0

小学生以上

¥27,000



コース案内

名古屋発着コース

8/6
(土)

名古屋駅周辺ホテル泊

8/7
(日)

名古屋駅(7:00) ⇒ 鈴鹿サーキット(8:30)

《各自鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝観戦》

鈴鹿サーキット(20:30) ⇒ 名古屋駅(22:30)

名古屋駅周辺ホテル泊

各自にてチェックアウト
8/8
(月)

⑤観戦ツアー 前後泊（2泊3日） 名古屋駅発着

・名古屋駅周辺にて前後泊するプランです。
・レース当日は名古屋駅から専用バスにて鈴鹿まで移動。 乗換え無しでサーキットまでラクラクご案内。

旅行代金 「名古屋駅発着 前後泊（2泊3日）」＜スタンダードクラスホテル＞旅程表（予定）

旅行代金 「名古屋駅発着 前後泊（2泊3日）」＜スーペリアクラスホテル＞

※旅行代金に観戦チケットは含まれません。 別途ご購入が必要です。
5ページの観戦チケットご案内をご参照ください。

■旅行日程：8/6(土)～8/8(月) 
■募集人数：30名 ■最少催行人数：15名
■添乗員：全行程同行致します
■食事条件：なし（朝食0回・昼食0回・夕食0回）
■宿泊予定ホテル：下記のいずれか（お選びいただけません）
スタンダードクラスホテル
・ホテルサンルートプラザ名古屋 ・名鉄イン名古屋駅前
スーペリアクラスホテル
・名鉄グランドホテル ・名鉄イン名古屋駅新幹線口

■利用バス会社：名阪近鉄バス

■ツアーインフォメーション
☆旅程表に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。
☆旅行代金に含まれるもの：往復バス代金、宿泊（前後泊2泊分）、添乗員費用、消費税
☆お部屋タイプのご希望は受付できません。 2名様でのお申し込みの場合でもシングルルーム2室でのご案内となる場合がございます。

2名様1室が参加条件となる場合は別途お問い合わせをお願いいたします。
☆中学生以下の方がご参加の場合は大人の方の同伴が必要となります。
☆8/7(日)の決勝戦終了後は周辺道路の混雑が予想されており、名古屋駅到着時間が予定よりも大幅に遅れる場合がございます。

大阪発着コース

⑥観戦ツアー 日帰り 新大阪駅発着

8/7
(日)

新大阪駅(6:30) ⇒ 鈴鹿サーキット(9:00)

《各自鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝観戦》

鈴鹿サーキット(20:30) ⇒ 新大阪駅(23:30)

・新大阪駅から専用バスにて鈴鹿まで移動。 乗換え無しでサーキットまでラクラクご案内。

名古屋前後泊 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥18,250 ¥0

小学生以上

¥29,500

名古屋前後泊 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥26,550 ¥0

小学生以上

¥41,500

旅行代金 「新大阪駅発着 日帰り」旅程表（予定）

大阪日帰り 3歳～未就学児 3歳未満

旅行代金 ¥7,750 ¥0

小学生以上

¥15,500

■旅行日程：8/7(日) 
■募集人数：30名 ■最少催行人数：15名
■添乗員：全行程同行致します
■食事条件：なし（朝食0回・昼食0回・夕食0回）
■利用バス会社：近鉄バス

■ツアーインフォメーション
☆旅程表に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。
☆旅行代金に含まれるもの：往復バス代金、添乗員費用、消費税
☆中学生以下の方がご参加の場合は大人の方の同伴が必要となります。
☆8/7(日)の決勝戦終了後は周辺道路の混雑が予想されており、新大阪駅到着時間が予定よりも大幅に遅れる場合がございます。接続の交
通機関に乗り遅れた場合、弊社では一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

※旅行代金に観戦チケットは含まれません。 別途ご購入が必要です。
5ページの観戦チケットご案内をご参照ください。
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観戦チケット

レースの観戦には観戦チケットが必要になります。当社では下記チケットを取り扱っております。

■注意事項
☆観戦チケットの販売は、アクセスツアーとは別に手配旅行契約として取扱いさせていただきます。
☆観戦チケットのみでの販売はございません。当社アクセスツアーに参加の方のみ、ご購入いただけます。
☆観戦チケットはご購入時点で払い戻し不可となります。当社アクセスツアーが催行中止となった場合でも払い戻し不可となりますのでご注意ください。
※鈴鹿8耐のレースそのものが中止もしくは無観客開催となった場合は払い戻しさせていただきます。

¥12,000

¥10,400

¥6,300

¥5,100

¥10,500

¥8,900

¥4,800

¥3,600

¥9,500

¥7,900

¥3,300

¥2,100

¥6,000

¥4,400

¥3,300

¥2,100

観戦券のみ

〔自由席〕

観戦券〔自由席〕のみ　大人

観戦券〔自由席〕のみ　中高生

観戦券〔自由席〕のみ　小学生

観戦券〔自由席〕のみ　3歳～未就学児（または3歳未満で座席が必要な方）

B・Q・R

エリア指定

観戦券+B･Q･Rエリア指定　大人

観戦券+B･Q･Rエリア指定　中高生

観戦券+B･Q･Rエリア指定　小学生

観戦券+B･Q･Rエリア指定　3歳～未就学児（または3歳未満で座席が必要な方）

観戦券+V1指定席　中高生

観戦券+V1指定席　小学生

観戦券+V1指定席　3歳～未就学児（または3歳未満で座席が必要な方）

A指定席

観戦券+A指定席　大人

観戦券+A指定席　中高生

観戦券+A指定席　小学生

観戦券+A指定席　3歳～未就学児（または3歳未満で座席が必要な方）

　観戦チケット代金　〔遊園地のりものパスポート付〕

V1指定席

観戦券+V1指定席　大人
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ホテル案内（宿泊プラン）

JR名古屋駅（太閤口）より徒歩約4分。
名古屋鉄道グループの都市型総合ホテル。
客室もゆったりとしており快適にお過ごしいただけます。

＜スタンダードクラスホテル＞

JR名古屋駅（桜通口）より徒歩約5分。
名鉄グランドホテルはビジネスや観光など様々な用途でご利用いただ
けるシティホテルです。

客室イメージ 客室イメージ（スタンダードツイン）

名鉄イン名古屋駅前

JR名古屋駅（桜通口）より徒歩約8分。
名古屋ルーセントタワーが斜め前の好立地。
ビジネスにレジャーに、アクティブな拠点としてお迎えします。

客室イメージ

JR名古屋駅（桜通口）より徒歩約5分。
客室内は白い壁とのコントラストが映えるシックな木目調スタイルに統
一し、大人の空間を演出しています。

客室イメージ

ホテルサンルートプラザ名古屋

＜スーペリアクラスホテル＞

名鉄グランドホテル 名鉄イン名古屋駅幹線口
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お申込からご出発までの流れ

STEP1

下記のアドレスより、お申込み（コース選択）画面へお進み下さい。
https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/suzuka-8h-2022/

【お支払い方法① クレジットカード】
上記１に記載のアドレスからご登録を行い、管理ページよりクレジットカードでの支払いが可能です。
＊一括精算のみとなります。
＊お申込後5日以内のお支払いをお願い致します。尚、予約完了後、5日以内(土日祝日除く)にご入金が無い
場合は自動的に予約が取り消しとなります。

【お支払い方法② 銀行振込】
お申込後、5日以内に旅行代金全額のお支払いをお願い致します。

三菱UFJ銀行 八重洲通支店 普通口座 0023321 東武トップツアーズ㈱東京法人東事業部

＊代表者様のお名前でお振込ください。
＊振込手数料はお客様自身でご負担ください。
＊お振込金受取書をもって予約確認表に代えさせていただきます。大切に保管ください。

最終振込期日：2022年7月19日(火)

ご出発の約1週間前頃に、当社よりお客様(代表者の方)に最終案内（旅のしおり等）を送付させていただきますので、
ご旅行当日は必ずご持参ください。

＊お申込金は旅行代金、取消料または違約金の一部として取り扱います。
＊旅行契約は当社がお客様より申込書および、お申込金を受理したときに成立いたします。
＊お申込後、お振込期日までに申込金または旅行代金全額のご入金が無い場合には、お客様がキャンセル
されたものとみなし、期日の翌日に予約を取り消しさせていただきます。

STEP2

①画面右上の『お申し込みはこちら』ボタンをクリック
②新規ユーザー登録（過去に当社ツアーにご参加いただいた方も、再度新規登録が必要になります）
③申込者情報登録・同行者情報登録
●クレジットカード払いまたは銀行振込よりお支払い方法をお選びいただけます。

STEP3

取消日 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 （日帰り旅行にあたっては11日目） 無料

２）20日目にあたる日から8日前までの解除 （日帰り旅行にあたっては10日目） 旅行代金の20％

３）7日目にあたる日から2日前までの解除 旅行代金の30％

４）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

５）当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％

６）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

お申込み手続きいただきましたら、『motorsport@tobutoptours.co.jp』より自動送信メールをお送りいたします。
ドメイン指定されている場合は『motorsport@tobutoptours.co.jp』からのメールを受け取れるように
受信設定してください。

取消料について

＜ツアーの取消料＞

＜観戦チケットの取消料＞

ご購入後、払い戻し不可となります。ただし、レースそのものが中止となった場合は払い戻しさせていただきます。
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感染症対策及び注意事項について

ツアーご参加に際して

貸切バスでは感染予防を徹底して取り組んでおります。感染予防対策の主なものは下記の通りです。
車両 ・・・・・・・・・・・・・ ◦バスは喚起が優れています。窓を閉めていても約5分で車内の空気を入れ替えることができます。

◦お客様の乗車前に消毒作業を済ませております。
乗務員 ・・・・・・・・・・・ ◦出勤時の体温測定、手指消毒、睡眠状況や体調の確認及び報告を徹底しています。
お客様へのお願い ・・・ ◦車内に手指消毒液を装備しておりますので、ご乗車の際は手指等の消毒をお願いいたします。

◦下記につきましてもご協力をお願いいたします。

貸切バス
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鈴鹿サーキットでは全てのお客様が快適にレースを観戦いただくため、また感染症拡散防止のため、下記内容へのご理解とご協
力をお願いしております。

下記は他のお客様の迷惑となる場合があるためご遠慮ください。
・ご飲食中等、マスクを外しての会話 ※グループやご家族同士の場合含む

・飲食しながらのマスクを外しての移動 ※飲食中は可能な限り飲食専用エリアをご利用の上、「マスク会食」「黙食」にご協力ください。

・物を置く、テープを張る等での場所取り（撤去する場合があります）
・チアホーン、その他大音量を発する機材や撮影時のカメラ以外に光を発する道具の使用
・大型の望遠レンズの観客席内での使用
・観客席内や通路において、脚立の持込および使用
・観戦席での傘の使用（雨天時はカッパ・ポンチョを着用の上ご観戦ください）
・観戦席での自撮り棒（セルカ棒・セルフィースティック）等の撮影補助機材の使用

観戦方法について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下の行為はご遠慮ください。
・応援旗やタオルなど振り回す行為※50cm×50cm以内の小旗は、自席のスペース内に限り使用いただけます。
・大声での声援、メガホンの使用
・お客様同士のハイタッチ、握手、肩を組むなどの行為
・ご自身の指定席から移動して集団で集まる行為

応援ルールについて

その他

・鈴鹿サーキット場内は喫煙コーナーを除き、全面禁煙です。
・ゴミは分別のうえゴミ箱へお願いいたします。清潔な観戦環境維持へのご協力をお願いいたします。

鈴鹿サーキット

当ツアーでは以下の内容に該当されるお客様はご参加いただけません。
・過去1週間以内に37.5度以上の発熱または体調不良のあった方。
上記にあたる事情によりご旅行キャンセルとなった場合、ツアー代金については所定の取消料を申し受けますのでご了承ください。
・当日、 37.5度以上の発熱がある場合
すべてのお客様に体温チェック表を提出していただきます。また、バス乗車時に検温させていただきます。
当日ご参加不可となった場合でもツアー代金の返金はございません。ご了承ください。



この旅行は東武トップツアーズ株式会社東京法人東事業部（観光庁長官
登録旅行業第38号）(以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行
であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下
「旅行契約」といいます。）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、本旅行条件書、確定書面（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）によります。

１、 お申込み方法・条件と旅行契の成立
(1)当社は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合
、契約の締結解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有しているも
のとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、当該代表者との間
で行います。
(2)当社の定める方法によりお申し込みください。
(3)お申込みの時点では旅行契約は成立しておりません。旅行契約は、当
社が契約を承諾し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。
(4) 18才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は同伴
者の参加を条件とすることがあります。

お申込金：旅行代金全額

２、旅行代金のお支払い
旅行代金は「お申込から出発までの流れ」のご案内によりお支払いただきます。

３、旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
(１)宿泊代金(宿泊プランの場合)
(２)バス等、運送機関の運賃・料金
(３)添乗員同行費用
＊上期諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいた
しません。

４、旅行代金に含まれないもの
第３項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示し
ます。(１)ご自宅と集合･解散地間の交通費

(２)食事代金
(３)観戦チケット代金

５、旅行内容・旅行代金の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の
旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
その他当社の関与し得ない事由が生じた場合においてやむを得ないときは、
旅行内容・旅行代金を変更することがあります。

(2)お申込みいただいた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更と
なります。実際にご参加いただくお客様の旅行代金が変更となる場合があり
ますのであらかじめご了承ください。なお、詳しくは係員におたずねください。

６、旅行契約の解除
(1) お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約
を解除することができます。なお、旅行契約の解除期日とは、当社の営業日
・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
◆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。

(2) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、旅行の実施を中止します。
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、日帰り旅
行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって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。

【旅行契約の解除期日】取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目にあたる日以降8日目にあたる日まで／旅行代金の20％
＊日帰り旅行にあっては10日前以降8日目にあたる日まで
7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで／旅行代金の30％
旅行開始日の前日／旅行代金の40％
旅行開始日当日／旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加の場合／旅行代金の100％

７、旅程管理及び添乗員等の業務
(1)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。
(2)添乗員が同行しない旅行にあっては必要なクーポン類をお渡し
いたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様
ご自身で行なっていただきます。また、悪天候等によってサービス内
容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの
手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます。

８、当社の責任および免責事項
(1)当社は、当社または手配代行者の故意または過失によりお客
様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、手荷物
の損害については14日以内に当社に対して通知があった場合に限
り、お１人様15万円を限度として賠償します。（当社に故意又は
重大な過失がある場合を除きます。）

(2)お客様が、次のような当社の関与し得ない事由により損害を被
られた時は当社は責任を負いません。①天災地変、戦乱、暴動、
テロ、官公署の命令等またはこれらによる日程の変更や旅行の中
止 ②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止等またはこれらによ
る日程の変更や旅行の中止③自由行動中の事故 ④食中毒 ⑤
盗難 ⑥運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更ま
たはこれらによる日程の変更や目的地滞在時間の短縮

９、旅程保証
当社は契約書面および確定書面に記載した契約内容のうち、次
のような重要な変更が生じた場合は、旅行代金に1～5％の所定
の率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、1旅行契約
につき合計15%を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のと
きはお支払いいたしません。

①旅行開始日または旅行終了日
②入場する観光地または観光施設、レストラン、その他の旅行目
的地
③運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更
④運送機関の種類または会社名
⑤本邦内の出発空港または帰着空港の異なる便への変更
⑥宿泊機関の種類または名称
⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件
⑧前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項

(2)ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
①次に掲げる事由による変更の場合（但し、サービス提供機関の
予約超過による変更の場合を除きます。）
ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ．戦乱
ウ．暴動
エ．官公署の命令
オ．欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中
止
カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない
運送サービスの提供
キ．旅行参加者の生命または身体の安全確保の為に必要な措
置、契約書面確定書面に記載した旅行サービスの提供を受ける
順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供
を受けることができた場合。

(3)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払
いに替えこれと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サ
ービスの提供をもって補償を行うことがあります。

１０、特別補償
当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中にそ
の身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および
見舞金を支払います。
死亡補償金1,500万円、入院見舞金2～20万円、通院見舞金
1～5万円 携帯品損害補償金 旅行者1名につき15万円以内。

１１、お客様の責任
(1)お客様の故意または過失、法令違反、当社の旅行業約款の規
定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、お客様から損
害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利、
義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。

(3)旅行開始後に、パンフレット等に記載された内容と実際のサービス
内容が異なると認識した場合、旅行中に事故などが発生した場合は、
旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供機関にお申し
出ください。

１２、個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情
報につきまして、お客様との連絡、お申込み頂いた旅行の手配と旅行
サービスの提供当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保
する保険手続のために利用させて頂くほか、お客様への商品やキャンペ
ーンのご案内、ご意見・感想等のアンケートのお願いなどのために利用
させていただきます。

(2) 当社は、前項の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いにつ
いて当社と契約を締結している運送・宿泊機関および保険会社等に
対し、お客様の氏名、年令､性別、住所、電話番号等の個人情報を
、予め電子的方法で送信する等の方法により提供させて頂くことがあり
ます。また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国
土交通省・外務省その他官公署からの要請により個人情報の提供に
協力する場合があります。

(3)また、旅行先でのお買い物等の便宜を図るため、お客様の氏名、
住所及び帰路航空便名等を、個人情報の取扱いについて当社と契
約を締結している免税店などの土産物店に対し、予め電子的方法で
送信する等の方法により提供することがあります。

(4) このほか、当社がデータ処理や案内業務を委託している業者にお
客様の個人情報を委託することがあります。

(5) 申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場
合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますの
で、正確な記入をお願いします。

(6) 個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の
訂正・追加・削除個人情報の利用の停止、個人情報の消去または
第三者への提供の停止等をご希望の場合は、本旅行条件説明書に
記載しております取扱事業所へお申出ください。なお、個人情報管理
責任者は当社コンプライアンス室長となります。

１３、お客様の交替
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すこと
ができます。但し、交替に際して発生した実費についてはお客様にお支
払いいただきます。

１４、その他
(1)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2)当社はお客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反
社会的勢力であると判明したときは、お申込をお断りする、あるいは旅
行契約を解除することがあります。
(3) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります
が、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。
(4) この旅行条件・旅行代金は2022年6月7日現在を基準としてお
ります。

東京法人東事業部 第3営業部
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5

住友生命茅場町ビル2F
一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員
総合旅行業務取扱管理者 吉野 伸彦
営業時間 9:30-17:30(土日祝祭日休業)
承認番号 東22-073

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第38号

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の責任者です。
このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、遠慮なく旅行業務取扱管
理者にお尋ねください。

旅行条件 本旅行条件書は、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となります。この条件
に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。

東武トップツアーズ(株) 東京法人東事業部 第3営業部内

モータースポーツセクション 担当：高橋・大橋
TEL：03-6667-0536 FAX：03-6667-0565
E-mail：motorsport@tobutoptours.co.jp

《営業時間》

月～金曜日
9:30～17:30

（土・日・祝祭日は休業）

お問い合わせ先

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！


