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鉄道で楽しむちばの旅［9

～10月］

デジタルパンフレットの動作環境

ツアーリストに戻る

ツアーNo. A27575123-00, 10 ツアー内容

うれしいポイ

ント

《オプションその他詳細はデジタルパンフレットをご覧ください》

◆片道の小湊鉄道

◆専用バス（バスガイド付）

◆現地ガイド

ツアー特徴 田園風景の中をディーゼル車の音を響かせながらゆったりと走るローカル線、小湊鉄道とJR久留里

線に乗車。旬の野菜を堪能する昼食、湖畔や名水の街久留里の散策などをお楽しみいただけます。

出発日 2015年09月06日 (日)～2015年10月21日

(水)

旅行日数 日帰り

設定除外日 9/7・10～19・23～10/3・5・8～17・19 最少催行人数 2名

旅行代金 4,200円～5,000円

料金条件：東京駅発着おとな1名様（※）

添乗員 同行はございません 出発地 関東

チェック

IN/OUT

部屋タイプ

食事条件 ×1

食事場所 農家レストランぽーたる亭（季節の農家定食）

宿への交通手

段

施設内容

※ご利用条件により旅行代金が異なりますので、下記の料金表をご確認下さい。

うれしいポイント類は旅行代金に含まれます。ただしご利用にならない場合でも、返金の対象になりません。

【千葉県地方創生交付金事業 モニターツアー】

当商品は旅行代金の一部を地方創生交付金が助成しています。
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※ご好評につき完売いたしました。鉄道で楽しむちばの旅 日帰り 小湊鉄道＆
JR久留里線と名水の街

日程表 旅行代金詳細情報
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出発月

料金種別
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ツアーリストに戻る

※参加のみなさまには、アンケートにご協力いただきます。 その謝礼として粗品を進呈します。

日帰り

平日出発

東京駅※1  特別快速列車・快速列車（グリーン車自由席）五井駅<9:29発>  小湊鉄道（普通

車自由席）上総鶴舞駅<10:04着>  【バスルート】  久留里駅<15:42発>  普通列車［指定列

車］（普通車自由席）木更津駅<16:24着/16:42発>  快速列車（グリーン車自由席）東京駅※2

日帰り

休日出発

新宿駅<7:50発>※3  特急新宿さざなみ1号［指定列車］（普通車指定席・自由席）五井駅<9:09発>

 小湊鉄道（普通車自由席）上総鶴舞駅<9:44着>  【バスルート】  久留里駅<15:42発> 

 普通列車［指定列車］（普通車自由席）木更津駅<16:24着/16:56発>  特急新宿さざなみ4号

［指定列車］（普通車指定席・自由席）新宿駅※4

≫≫【バスルート】の詳細はこちら ［デジタルパンフレット］

※1. 出発駅：八王子・大宮・横浜・新宿・秋葉原・土浦／錦糸町・船橋・津田沼・千葉・海浜幕張・蘇我

※2. 帰着駅：蘇我・海浜幕張・千葉・津田沼・船橋・錦糸町／土浦・秋葉原・新宿・横浜・大宮・八王子

※3. 出発駅：八王子・大宮・横浜／土浦・東京・秋葉原・錦糸町・船橋・津田沼・千葉<8:41発>・海浜幕張・蘇我

※4. 帰着駅：蘇我・海浜幕張・千葉・津田沼・船橋・錦糸町・秋葉原・東京・土浦／横浜・大宮・八王子

※新宿さざなみ号をご利用の場合は、八王子（中央線経由）・大宮・横浜～新宿間、土浦・東京～秋葉原間、

海浜幕張～蘇我間は、普通列車利用となります。

※特別快速列車をご利用の場合は、八王子（中央線経由）・横浜・大宮・新宿・秋葉原・土浦～東京間、

海浜幕張～蘇我間は普通列車になります。

※ご乗車のグリーン車が満席のため着席できない場合でも、グリーン料金の払い戻しはいたしませんので予めご了承ください。

※当商品は、行程の都合上、コース内の列車利用となります。

※行程内の列車時刻は2015年7月現在のものとなります。時刻が変更となる場合がございますので出発前にご確認ください。

※道路状況・天候等により行程が変更になる場合があります。予めご了承ください。また、同伴幼児のバスの座席はありません。

新宿駅・秋葉原駅差額なし 錦糸町駅200（100）円引 船橋駅・津田沼駅600（300）円引 海浜幕張駅800（400）円引

千葉駅・蘇我駅1,000（500）円引 大宮駅・横浜駅400（200）円増 八王子駅800（400）円増 土浦駅1,200（600）円増

2015年10月

2名様より

※1室あたりの人数またはコース内容等により旅行代金が変わります。

【乳幼児代金】

小学生未満の幼児で昼食を希望される場合は、ご予約時にお申し出ください。

（お子様メニュー）700円（税込・現地払い）

【エリア】

北海道エリア ｜ 北東北エリア ： 青森県 ・ 岩手県 ・ 秋田県 ｜ 南東北エリア ： 宮城県 ・ 山形県 ・ 福島県（会津） ・ 福島県（会津以外）

関東エリア ： 群馬県 ・ 栃木県（日光） ・ 栃木県（鬼怒川） ・ 栃木県（那須・塩原・その他） ・ 茨城県 ・ 千葉県（房総） ・ 

千葉県（房総以外） ・ 神奈川県（湯河原） ・ 神奈川県（箱根）

甲信越エリア ： 山梨県 ・ 新潟県（佐渡） ・ 新潟県（佐渡以外） ・ 長野県 ・ 岐阜県（飛騨高山） ｜ 東海（伊豆）エリア ： 静岡県（伊豆）

北陸エリア ： 富山県 ・ 石川県（金沢） ・ 石川県（金沢以外） ・ 福井県 ｜ 関西・近畿エリア ： 京都府 ・ 大阪府 ・ 奈良県 ・ 兵庫県（神戸）

【ジャンル】

温泉 （ 北海道 ｜ 北東北 ｜ 南東北 ｜ 関東 ｜ 甲信越 ｜ 北陸 ｜ 東海（伊豆） ｜ 関西・近畿 ） ｜ ひとり ｜ 女性限定

※ お申込みの前に、必ずお読みください。
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