
GoToトラベル事業支援対象 

旅行出発日：2020年 9月27日(日)・10月18日(日)・11月23日(月祝) 
旅行日程 

近江八幡散策と信楽陶芸体験 
お支払実額（お一人様） 8,450円 

日
次             行程      ●入場 ◎下車 〇車窓  食事 

１ 
梅田（8:00頃発）=  ◎近江八幡（約50分） = ◎ラコリーナ近江八幡（約
60分） = ●信楽陶芸教室 = ◎寿長生の郷 （約40分）= 〇瀬田の唐橋 = 
梅田（17:30頃着）  

朝ｘ 
昼〇 
夕ｘ 

①この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。②旅行代金13,000円（子供・幼児12,000円）から
GoToトラベル事業による支援金4,550円（子供・幼児4,200円）を引いた金額がお客様のお支払実額とな
ります。9月1日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共
通クーポンが付与されます。③支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。
当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援
金を差し引いた「お支払実額」をお支払頂きます。尚、お取消の際は、旅行代金を基準として所定の取
消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領についてご了承の上、お申込み下さい。 

 
✓ 近江八幡八幡堀にて散策（ガイド付き） 
✓ バームクーヘンで有名なクラブハリエでお買い物 
✓ 陶芸に挑戦（手びねり 約60分） ※注1 

✓ 昼食は松茸と近江鶏のすき焼膳 
✓ 和菓子の名店「叶 匠寿庵」がプロデュースする寿長生の郷でお買い物と散策 
✓ 日本三名橋「瀬田の唐橋」を車窓より見学 

最少催行人員：８名 添乗員：なし（係員が同行） バスガイド：なし  食事：朝なし 昼1回 夕なし バス会社：サンスターライン   

写真は全てイメージです 

日帰りバス旅行 1名様２席利用 バス車内もソーシャルディスタンス 

旅行代金が35％割引 オリジナル特典付 

オリジナル 
特典 

大阪～釜山往復フェリーが特別運賃でご利用いただける 
優待券をお申込みのお客様全員にプレゼントいたします。 

電話 06-6614-2534 FAX 06-6614-2518 

受付時間 月～金 9:30～17:30  土日祝 休業  

旅行企画・実施 株式会社サンスターライン 
観光庁長官登録旅行業第 1823号 
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-20-52 

詳しい取引条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。 

子供・幼児料金（3～11歳） 
         7,800円 

※注1  陶芸作品の完成には約3か月掛かります。完成後ご自宅への発送料はお客様ご負担となります。 



昼⾷は美観地区の⽼舗料理旅館『鶴形』にて倉敷ちらし御膳をご堪能

情緒あふれる倉敷美観地区の街並みを散策

MISAOではしぼりたて⽜乳をたっぷり使った⼈気のジェラート
⽇本三名園の⼀つ後楽園緑あふれる⾃然の景観に癒されて下さい。

■この旅⾏はGo�Toトラベル事業⽀援対象です。
【⽀援⾦の受領について】国からの⽀援⾦はお客様に対して⽀給されますが、当社は、⽀援⾦をお客様に代わって受領（代理受

領）致しますので、お客様は、旅⾏代⾦に対する⽀援⾦を差し引いた「お⽀払い実額」をお⽀払いいただくこととなります。

なお、お取消しの際は、旅⾏代⾦を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領についてご了承の

うえお申込みください。【地域共通クーポン】表⽰された⾦額分の地域共通クーポンをお渡しします

梅田==倉敷IC下車==倉敷美観地区（昼食：料理旅館鶴形)==
ミルク工房ジェラテリアMISAO＝＝岡山後楽園＝＝＝梅田

����地�・�����を�る 

出発地： 梅田  /　最少催行人数：10名様 / 　添乗員なし（係員が同行）/　バスガイドなし 　/　食事（昼食）〇　
       企画・実施：(株)サンスターライン　利用バス会社：(株)サンスターライン

【旅行代金に含まれるもの】
行程表に明示した運送機関の運賃・規定の食事代・ジェラート1つ（シングル）・後楽園入園料・消費税等諸税（※コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的
費用は含みません）※詳しい取引条件を説明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込み下さい。

旅⾏代⾦13,000円

旅⾏代⾦への⽀援額4,550円

地域共通クーポン2,000円

お⽀払い実額：8,450円

お支払い実額/おひとり様（大人・子供同額）
☆ツアーのポイント☆

㈱サンスターライン
〒559-0034
大阪市住之江区南港北1－20－52
TEL: 06-6614-2534 
FAX:06-6614-2518
http://www/panstar.jp

GoToトラベル事業⽀援対象

おもてなしのバス

【出発日限定】2020年9月～11月
9月19日(土） 10月17日（土） 11月14日（土）

（8：00頃） 滞在時間：約2時間30分

滞在時間約30分 滞在時間：約1時間

8,450円

観光庁⻑官登録旅⾏業第1823号

（社）⽇本旅⾏業協会正会員、⽇本外航客船協会準会員

【旅行条件】

オリジナル特典
大阪～釜山往復フェリーが特別運賃でご利用いただける

　優待券をお申込みのお客様全員にプレゼントいたします。

岡⼭後楽園

倉敷ちらし

料理旅館鶴形 倉敷美観地区

（19：00頃）

写真は全てイメージです

（平⽇09：30-17：30）定休⽇：⼟⽇祝

余裕を持った配席で
ソーシャルディスタンス





国内募集型企画旅行ご旅行条件（要約） 

 

●募集型企画旅行契約  この旅行は、株式会社サンスターライン（以下「当社」という）が企画・実
施するものであり、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。旅行契約の条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書、ご出発前に交付する
確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申込みと契約の成立  当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記申込金を添えてお申込
みいただきます。電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の
承諾の旨通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込金または旅行代金の全額をお支払
いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。 

●申込金 

旅行代金 2 万円未満の場合 3 万円未満の場合 6 万円未満の場合 10 万円未満の場合 

申込金 4,000 円 6,000 円 12,000 円 20,000 円 

 

●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、食事代及び消費
税等諸税が含まれています。但し、コースにより一部食事費用が費用が含まれない場合もあります。
また、コースに含まれない交通費等諸費用及び個人的諸費用は含みません。 

●催行中止  お客様が催行最小人員に満たない場合には、旅行に催行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 13 日目（日帰り旅行は 3 日目）にあたる日より前にご連
絡し、お客様から当社がお預かりしている旅行代金全額をお返し致します。 

●取消料  旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される場合は次の金額を取消料として申し
受けます。 

【取消料：旅行日の前日から起算して】 

 

国 

 

内 

旅行開始日の前日から起算して 

21（日帰りは 11）日前まで 

無料 

20(日帰りは 10)～8 日前まで 

旅行代金の 20％ 

7～2 日前まで 

旅行代金の 30％ 

前日 

旅行代金の 40％ 

当日 

旅行代金の 50％ 

旅行開始後または無連絡不参加 

旅行代金の 100％ 

 

●旅行日程 運送機関のスケジュール、気象条件その他不可抗力による事由で、旅行日程を変更する
場合があります。なお、お客様のお申し出により途中で離団された場合はお客様の権利放棄とみなし
一切の払い戻しを致しません。 

●特別補償および旅程保証  別紙の旅行条件書でご確認ください。 

※このパンフレットの日程及び旅行代金は 2020 年 08月 01 日現在を基準としています。 

 



新しい旅の
エチケット
感 染リスクを避けて
安心で 楽しい旅 行

楽しくも、
車内のおしゃべり
控えめに。

旅ゆけば、
何はともあれ、
手洗い・消毒。

混んでたら、
今はやめて、
後からゆっくり。

握手より、
笑顔で会釈の
旅美人。

毎朝の健康チェックは、
おしゃれな旅の
身だしなみ。

おみやげは、
あれこれ触らず
目で選ぼう。

ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります

間あけ、
ゆったり並べば、
気持ちもゆったり。

マスク着け、
私も安心、
周りも安心。

おしゃべりを
ほどほどにして、
味わうグルメ。

こまめに換気、
フレッシュ外気は
旅のごちそう。

旅先の
状況確認、
忘れずに。

旅行連絡会 ･･･ 交通機関や宿泊・観光施設等の旅行関係業界の業界団体等で構成。  詳しくは、 https://www.jata-net.or.jp/virus/ を参照ください。

旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁

別紙１



新しい旅行スタイルのキホン

毎朝の健康チェックは、おしゃれな旅の
身だしなみ。

旅先の状況確認、忘れずに。

スケジュールは、ゆったりのんびり、
余裕をもって。

間あけ、ゆったり並べば、気持ちもゆったり。

握手より、笑顔で会釈の旅美人。

混んでたら、今はやめて、後からゆっくり。

マスク着け、私も安心、周りも安心。

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

屋外でのびのび満喫、ニッポンの自然。

狭い場所、混んでる場所避け、安心ナイト。

こまめに換気、フレッシュ外気は
旅のごちそう。

旅ゆけば、何はともあれ、手洗い・消毒。

だいじょうぶ、観光地は
いつでもあなたを待ってます。

あなたの協力が楽しい旅を守ります。

● 

● 

● 

● 

● 

● 

移動 食事

車内でもマスク忘れず、さあ出発。

楽しくも、車内のおしゃべり控えめに。

すいている時期、時間帯で快適旅行。

歩いたり、自転車で発見！地域の魅力。

● 

● 

● 

● 

外での食事は、楽しく安心。

取り分けて、安心・安全、おいしい料理。

横並び、料理がもっとよく見える。

おしゃべりをほどほどにして、味わうグルメ。

うまい酒、注がず注がれず、マイペース。

● 

● 

● 

● 

● 

宿泊

人前で、マスク着用、エチケット。

おしゃべりは、部屋に入って存分に。

大浴場、静かにゆっくりいい湯だな 。

部屋の窓、ときどき空けてリフレッシュ。

同宿者、少し離れてご挨拶。

ドアノブやエレベータ、
触れたらすぐに手を洗おう。

手洗いと手指消毒で、安心ステイ。

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

ショッピング

すいている時間に、安心ショッピング。

おみやげは、あれこれ触らず目で選ぼう。

● 

● 

観光施設

すいた時間・場所を選んで安心観光。

予約とり、並ばず、ゆったり、楽しい観光。

狭い部屋、長居は無用、お先に失礼。

おしゃれで安心、
オンラインチケットにキャッシュレス。

忘れるな、マスクは安心の入場券。

おしゃべりは控え目に、手洗いは早めに。

● 

● 

● 

● 

● 

● 

レジ待ちも、間を空けてゆったりと。

歓迎です、少ない額の電子決済。

● 

● 

旅行連絡会 ･･･ 交通機関や宿泊・観光施設等の旅行関係業界の業界団体等で構成。  詳しくは、 https://www.jata-net.or.jp/virus/ を参照ください。

旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁


