
富士山と初日の出の絶景を
雲の上で眺める特別な空の旅

成田空港発着

※但し、新型コロナウイルス感染拡大の状況等を踏まえて、給付金の交付を一時停止するこ とがあります。
　地域共通クーポンのご案内付与額について：参加者旅行代金合計額の15%となります。
※但し、オプション代金は含みません。
　（旅行代金の15％に千円未満の端数が生じる場合には四捨五入し、端数が500円以上の場合は　

千円のクーポンが付与されます。日帰りツアーは3000円、宿泊付きツアーは１泊あたり6000円が上限になります）

GO TO トラベル事業支援対象1人1泊あたり旅行代金より
旅行代金最大35％OFF

2021年
新春 NEW SPRING
初日の出フライト

14,950円 49,000円~
お支払実額
大 人 / 2 名 1 室 /お一 人 様

最少催行人員
1名

ご搭乗期間
01月01日

前泊プラン 東横INN成田新館泊

初日の出フライト日程

4：30
カウンター

オープン

5：00
搭乗開始

5：30
成田空港出発

初日の出
遊 覧

8：20
成田空港到着

※運航ダイヤは変更に
なる場合がございます

よいお正月を
お過ごし下さい

GO TO トラベル事業支援対象



座席指定料

40,000円 20,000円 設定なし無料10,000円

富士山

日光

初日の出
観覧ポイント

成田空港2021年
元 旦

航空券
お一人様　15000円

座席指定料金
無料~40000円

東横イン
成田1泊

送迎
バス

翼の上翼の上翼の上翼の上

初日の出フライトコースお楽しみポイント

フライトマップ 使用機材:B737-800（予定）

※1列目はアームレストが上がりません。※15・16列目はリクライニングが利きません。
※16・17列目は満15歳以上のお客様のみご利用いただけます(幼児をお連れのお客様はご利用いただけません)。

（ホテルから空港片道）

04 おせち風お弁当・別途2021円（税込）で予約可能
（旅行代金に含まれておりません）

特
別
お
せ
ち
料
理

2,021円
(税 込 )

※写真はイメージです。内容は一部変更になる可能性がございます。

01 搭乗証明書
（旅行代金に含まれております）

02 機内無料コーヒ/お茶 一杯
（旅行代金に含まれております）

※イメージです

お茶／コーヒー　1 杯無料

前泊プラン （成田発） 行程　GO TO トラベルキャンペーン対象商品となります

スケジュール日程 食事
12月31日（木）

01月01日（金）

お客様ご自身でホテルまで移動各自チェックイン＝ホテル（チェックイン時間:15時） 成田泊 X

X
早朝ホテルロビーにて集合ホテル出発〈送迎バス〉成田空港着（4時頃）＝
成田チェックイン（4時頃~5時）成田空港出発（5時30分頃）＝
遊覧飛行（初日の出・富士山を見ながら遊覧）＝
成田空港到着（8時20分頃） 着後、解散

※当日の天候・その他事情により航路及び機内でのサービスが変更なる場合があります。

■ご利用ホテル:東横INN成田新館

東横INN成田新館・外観・イメージ スタンダードツインルーム 15㎡

※相部屋はお受けいたしておりません。
※特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。
※特に記載のない限り、

1名1室はシングルルーム、2名1室はツインルームのご利用となります。

前泊プラン （成田発）旅行代金　GO TO トラベルキャンペーン対象商品となります

03 SPRING オリジナル 記念品（旅行代金に含まれております）



支払実額
旅行代金 65，000

51，000
14，000
63，000
49，000
14，000
56，000
42，000
14，000

45，000
31，000
14，000
43，000
29，000
14，000
36，000
23，400
12，600

35，000
22，750
12，250
33，000
21，450
11，550
26，000
16，900

9，100

25，000
16，250

8，750
23，000
14，950

8，050
16，000
10，400

5，600

大人

1名1室

2名1室

2歳~12歳
添い寝こども

3 2 1 0

給付金

支払実額
旅行代金

給付金

支払実額
旅行代金

給付金

料金区分

カテゴリー

3 窓側席 2 中央席 1 通路側席 0 通路側席

支払実額 で表記の代金がGOTOトラベル割引後の旅行代金となります。また、地域共通クーポンが参加者の割引前旅行代金の合計額の15％となります。
※地域共通クーポンが宿泊付きツアーは1泊6000円が上限になります。

旅行代金に含まれるもの
■ 貸切航空機（チャーター便）の航空運賃
■ 搭乗証明書代
■ 記念品代
■ 機内ワンドリンク代
■ 規定の宿泊費
■ ホテル→成田空港間送迎バス代（ホテル⇨空港片道）

※記念品はお持ち帰り用となります。
■ 企画料
■ 消費税等諸税

サービス・お座席についてのご注意
・設定座席数には限りがあります。変更、払戻不可です。
・支払手数料及び空港施設使用料等の諸税を別途お支払いいただきます。

手荷物は、お1人様につき機内持ち込み可能なもの1個7KGまでとさせていただきます。
手荷物のお預かりはできませんのであらかじめご了承ください。

・当日の天候により、航路および機内サービスが変更となる場合がございます。
また天候の状況により富士山・初日の出をご覧いただけない場合もございますので
ご了承ください。（窓位置などにより、外の景色がご覧頂きにくい場所がございます。）

★チェックインカウンターにて身分証の提示を求められる場合がございます。
★本フライト当日は取材のため TV カメラ等が入り、フライト参加中に撮影を

させていただいた、お客様の個人情報（容姿を確認できる映像等）を使用させ
ていただく場合がございますので、予めご承諾の上、申込みください。

旅行代金にに含まれないもの
上記旅行代金に含まれるもの他は含まれません

※一部例示:成田空港使用料 
大人390円/片道　小人190円/片道
 おせち風お弁当　2021円

その他ご案内
■ 最少催行人員1名
■ 添乗員は同行いたしません

※現地係員がご案内いたします

お申し込みについて

ご希望のカテゴリー（3・2・1・0）ご確認の上、電話またはメールにてお申し込みください。
お電話にてご希望のカテゴリーのお席を仮予約を行ってください。
係員がご希望のカテゴリー席を手配し、予約番号をお渡しいたします。
その予約番号を申込書にご記入いただき、お申込みください。
※設定席数には限りがあります、ご希望の座席番号が指定できない場合もあります、ご了承ください。

小人代金について:
※小児：満2歳～11歳　幼児：生後15日～2歳未満
・大人1名につき幼児1名のみ同伴できます。
幼児運賃はお1人様1区間1,500円です。幼児は同伴者の膝の上にお座りいただきます。
・2歳以上の小児は大人運賃を適用します。1便あたり搭乗できる幼児の人数には限りがあります。

おせち風お弁当は別途 2021 円（税込）/ 個（GOTO キャンペン対象外）、ご予約可能です。
前泊プラン（初日の出フライト + ホテル）は GO TO Travel キャンペーン対象商品となります。

● 当日以下の症状がある方はご参加いただけません、あらかじめご了承の上お申し込みください。
● 風邪のような症状がある方
● 37.5度以上の発熱がある方、および発熱が数日間続いている方
● だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
● 嗅覚（におい）、味覚（あじ）の異常がある方

※事前に健康チェックシートをお送りいたします。ご記入・ご署名いただき当日回収させていただきます。



■お問い合わせ・お申し込みは　〈受託販売〉

■旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第1940号 一般社団法人 日本旅行業協会正会員
日本春秋旅行株式会社 

〒111-0041 東京都台東区元浅草１－１－３　深山ビル２階
総合旅行業務取扱管理者 /　井部 誠

公式サイト www.springtour.co.jp E- MAIL:  info@springtour.co.jp

TEL：03-5830-9600　FAX：03-5830-9602
営業時間：　10：00~18：00

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） 宿泊付旅行

1 21日(注11日)目に当たる日までの解除 無料
2 20日(注10日)目に当たる日以降の解除 旅行代金の20%
3 7日目に当たる日以降の解除 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 旅行開始日当日の解除 旅行代金の50%
6 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の100%

3.取消料
旅行契約成立後、お客様の都合により契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けします。

※なお、取消の場合Go To トラベルの支援の対象にはなりません。支援額を差し引く前の旅行代金が取消料の対象にな
ります。

旅行条件（要約）※お申込みの際に必ず旅行条件書をお受取りいただき、事前に内容をご確認の上、お申込みください。※当社ホームページでもご覧いただけます。

※注「日帰り旅行（ツアー）」に限り、「１」と「２」の取消料は（　）内の期日とします。

１. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、日本春秋旅行株式会社が企画・実施するもので、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集
型企画旅行契約を締結することになります。
(2) 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、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」によります。
2. 旅行の申し込みと契約の成立
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお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。
電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社の予約を承諾の通知が到達した日の翌日
から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。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。

旅 行 代 金 申 込 金 （ お ひ と り 様 ）
2万円未満 5,000円以上旅行代金まで
5万円未満 10,000円以上旅行代金まで

10万円未満 20,000円以上旅行代金まで
10万円以上 代金の20％以上旅行代金まで

お客様へのご案内

最終日程表、旅行参加証（宿泊クーポン、航空チケット等）は、原則申込時にご記入いただいたメールアドレスにメールでお送りさせ
ていだきます。お客様自身でプリントアウトいただき出発当日ご持参ください。申込締め切り日：出発日の 12 日前までお申し込み
できます。ただし 12 日前が営業休業日（土、日、祝日）に当たる場合はその前の営業日までコロナ感染防止対策の一環として当面
の間来店での申込受付を行っておりません。郵送、電話、FAX、メール、WEB でお申し込みください。

利用予定航空会社:SPRING JAPAN ご利用案内/注意事項　
対象路線:　2021年新春 初日の出フライト
・設定座席数には限りがあります。変更、払戻不可です。
・支払手数料及び空港施設使用料等の諸税を別途お支払いいただきます。
手荷物は、お1人様につき機内持ち込み可能なもの1個7KGまでとさせていただき
ます。手荷物のお預かりはできませんのであらかじめご了承ください。
・当日の天候により、航路および機内サービスが変更となる場合がございます。
また天候の状況により富士山・初日の出をご覧いただけない場合もございますの
でご了承ください。（窓の位置などにより、外の景色がご覧いただきにくい場所
がございます。）
★お申し込み時お名前をローマ字でご入力ください。

弊社での感染予防対策取組

①お客様と弊社社員、来店されたお客様同士との接触をできるだけ避け、対人距離
を２m確保できるようにする。

②アクリル板を設置
③来店人数の調整（密にならないよう予約制にするなど）
④弊社入り口に手指消毒設備を設置
⑤弊社社員はマスクを着用し、来店するお客様にもマスク着用をお願いする

宿泊施設について
●客室はバスタブまたはシャワールーム・トイレ付になります。
●喫煙・禁煙の指定はできません。また宿泊施設によっては、全館禁煙の場合がござ

います。
●特に記載のない場合はチェックインは１５時以降、チェックアウトは１０時までと

なります。チェックインが２０時（宿泊場所で夕食提供の場合は１８時）以降到着の
場合、お客様自身で宿泊施設にご連絡ください。

●夕食提供の場合、到着時間によっては提供できない場合がございます。その場合も
返金はございません。予めご了承ください。

この旅行は GO TO トラベル事業の支援対象です
1．旅行代金から GO TO トラベル事業による給付金を引いた金額がお客様の支払実額

となります。新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえて、給付金の交付を

一時停止することがあります。こどもや乳児も１名として算出されます。給付金上
限額（１泊２万円）は、総合計人数による１名あたりの単価で算出いたします。

2．地域共通クーポンについて
別途お渡しします。旅行代金の１５％相当（１，０００円単位、１，０００円未満四捨
五入 1 泊１名様６，０００円上限）。おつりは出ません。
クーポンは旅先の土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関等でご利
用いただけます。
旅先の都道府県と隣接都道府県において、旅行期間中に限って使用可能です。
ご利用いただけます店舗リストは GO TO トラベル事務局の公式サイトにてご確認
ください。

3．給付金の受領について
国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社は、給付金を客様に代わっ
て受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「支払実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取り消しの際は、旅行代金
を基準として所定の取消料を申し受け致します。
お客様は、当社による代理受領について、ご了承の上、お申込みください。

4．個人情報の取扱について
GO TO トラベルキャンペーンの支援適用のため、事務局よりお客様の個人データの
提出を求められた場合、提出させていただきます。予めご了承ください。

電話/メール、ご希望の
カテゴリー座席を仮予約

係員が予約番号を
伝えします

予約番号を申込書に
ご記入の上申し込み

ご入金確認後
予約完了

係員が申込書を受領後
請求書を送付いたします

初日の出フライト前泊プラン予約デスク (受付時間10時~18時まで)

03-5830-9600
初日の出フライト前泊プラン予約メール(24H受付可能)

info@springtour.co.jp

(11月21、22、23日 受付可能)

ご希望のカテゴリー（3・2・1・0）ご確認の上、
下記電話またはメールにて申し込みください。


