
路線バスで行こう！

11月20日（日）・22日（火）2016年

 080-6106-4703（京阪バス疏水ツアー係）

月曜日～金曜日（祝日は除く）　9 時～ 18 時（12 時～ 13 時は除く）

■お申込み・お問い合わせ

■旅行企画・実施 

　

京阪バス株式会社 京都市南区東九条南石田町 5 番地（京都府知事登録旅行業第 2-192 号）

■コース名　　「フリープラン琵琶湖疏水通船と紅葉の大津・山科・東山観光」

■募集定員　　各プラン 6名（最少催行人員 1名）

■旅行代金に含まれるもの  　 琵琶湖疏水通船乗船代金+京阪バス 1day チケット（京都・大津版）

■添乗員　　添乗員は同行しません。

このコースは琵琶湖疏水通船と京阪バス 1day チケットを組み合わせたフリープランです。

琵琶湖疏水通船と路線バスで巡る大津・京都観光をセットでお楽しみいただけます。

Aプラン 大人5,000円　 小児4,700円

琵琶湖疏水通船乗船代（山科乗船・下船場～蹴上下船場） + 京阪バス 1day チケット

Bプラン 大人4,000円　 小児3,700円

琵琶湖疏水通船乗船代（大津乗船場～山科乗船・下船場） + 京阪バス 1day チケット

※写真はイメージです。

・予約開始日・

10/3
9 時～



START START

京都駅八条口（H4のりば）8:30発 　　　　　　醍醐寺 9:00着
BUS BUS

BUS

BUS

BUS

醍醐寺前  （北行）10:04発 　　　　　　       山科駅 10:26着　 
徒歩 約 20 ～ 25 分【約 1.3ｋｍ】

①醍醐寺 拝観  9:05 ～ 10:00

②毘沙門堂 拝観  10:55 ～ 11:30

山科疏水船のりば 

徒歩  約 10 分【約 0.5ｋｍ】

11:40集合時間

山科 12:10発 → 蹴上 12:40着③疏水船

～～～      昼食後 南禅寺または 青蓮院門跡拝観    ～～～     
徒歩 12:40～ 15:00【約 1.5ｋｍ】

徒歩  約 10 分【約 0.5ｋｍ】

徒歩  約 10 分【約 0.7ｋｍ】 蹴上

徒歩  約 5 分【約 0.3ｋｍ】

④青蓮院拝観
神宮道（バス停）

蹴上（西行）15:05発 or 神宮道（西行）15:07発　　 

将軍塚青龍殿 16:20発 

BUS

　将軍塚青龍殿 15:40着

70 五条坂行BUS

市内各バス停留所へ16：30～17：00頃着

11:30発

⑤将軍塚青龍殿 拝観  15：45 ～ 16：15

疏水 1dayチケット利用 モデルコース
［山科 ⇒ 蹴上（Aプラン）］

疏水 1dayチケット利用 モデルコース
［大津 ⇒ 山科（Bプラン）］

山急 醍醐寺行 石山駅（①のりば）9:09発 　　　　　　石山寺山門前 9:16着

①石山寺 拝観  9:25 ～ 10:35

4 大石小学校行

赤川（北行）【平日】12:20/【休日】12:21発　　　　　　
京阪石山寺【平日】12:27/【休日】12:28着　　　　　　石山寺駅 12:35発　　

4 石山駅行

4 大石小学校行22A 山科駅行

毘沙門堂山科駅

毘沙門堂

石山寺山門前（南行）【平日】10:45/【休日】10:46発　
南郷洗堰【平日】10:52/【休日】10:53着

または　南郷【平日】10:53/【休日】10:54着

山科疏水船のりば 

●南禅寺拝観へ

★疏水船おりば    

★疏水船おりば    

④南禅寺拝観

●青蓮院拝観へ

徒歩  約 20分【約1.0ｋｍ】

（バス停）

70 将軍塚青龍殿行

70 将軍塚青龍殿行

着後　②南郷ほたる橋・瀬田川ぐるりさんぽ道等　散策・昼食

徒歩 10:55～ 12:20【約 0.5 ～ 1ｋｍ】

徒歩 約15分【約0.7ｋｍ】三井寺駅 12:54着　　　　 三井寺　　　

③三井寺 拝観  13:10 ～ 14:20

徒歩  約 10 分【約 0.6ｋｍ】14:20発三井寺 大津疏水船のりば 

毘沙門堂

大津疏水船のりば 14:30集合時間

大津 15:00発 → 山科 15:30着④疏水船

徒歩  約 10 分【約 0.5ｋｍ】★疏水船おりば    

JR 山科駅徒歩  約 20 分【約 1.3ｋｍ】毘沙門堂   

⑤毘沙門堂 拝観  
     15：45 ～ 16：15

4 大石小学校行

京阪電車　　

京阪電車坂本行
京阪電車　　

●上記モデルプランの社寺拝観料・京阪電車の運賃に関しましては各自お支払いください。

●　　で移動する際は「京阪バス 1day チケット」をご利用ください。

●お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認ください。

BUS

地下鉄・京阪・阪急・清水寺方面へ
※写真はすべてイメージです。

京阪バス1day チケットを使って疏水と観光を楽しみたい！
そんな方におすすめルートをご案内！！
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◆申込方法◆ 

 
①「ツアー名」「お日にち」「ご参加人数」を決めていただき、お電話願います。 

 
◆連絡先  

０８０－６１０６－４７０３（京阪バス疏水ツアー係） 
◆営業（受付可能）日 

月曜日～金曜日（祝日除く） 
◆営業（受付）時間  

９：００～１２：００、１３：００～１８：００ 
 
※上記時間外については、携帯電話の電源がＯＦＦになりますので、ご予約、お問い合わ

せ等については、時間内にお電話いただきますようお願いいたします。 
 
 
②お申込み日の空席の確認を行います。 

空席がございましたら、予約受付いたします。お客様の「お名前」「ご住所」

「連絡先」等をお伺いします。 

 

③後日、お伺いしましたお客様のご住所に「振込先口座」「旅行条件書（全文）」

「旅行ご案内」をお送りします。旅行条件書の内容をご確認頂き、こちらが指

定したお日にちまでに旅行代金のお振込みをお願いします。 

 ※振込手数料はお客様のご負担となります。 
 
④当社が入金を確認できましたら、申込完了となります。 

後日、「京阪バス１ｄａｙチケット 京都・大津版」「参加証（乗船券）」 

「案内文書（のりば地図、乗船要領、連絡先）」をお送りします。 

 

⑤当日、乗船時の注意事項等を説明いたしますので、琵琶湖疏水船の出発時刻

の３０分前までに船のりばにご集合ください。 
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募集型企画旅行「旅行条件書」（全文） 
 
■募集型企画旅行契約 
 この旅行は、京阪バス株式会社が企画・実施する国内旅行であり、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を締結していただくことになります。また、旅行契

約の内容・条件は本旅行条件書及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。 
 
■商品名 
「フリープラン琵琶湖疏水通船乗船と紅葉の大津・山科・東山観光」 
 
■日程 
平成２８年１１月２０日（日）、２２日（火） 
 
■募集定員 
各プラン６名（最少催行人員１名） 
 
■行程 
Ａプラン… 
お客様各自で毘沙門堂など山科醍醐観光 (京阪バス 1day チケット利用） 
山科乗船・下船場１１：４０集合（旅行開始） 
山科乗船・下船場１２：１０発 → 琵琶湖疏水通船 → 蹴上下船場１２：４０着 
お客様各自で南禅寺・青蓮院青龍殿など東山観光 (京阪バス 1day チケット利用） 
 
Ｂプラン… 
お客様各自で三井寺など大津観光 (京阪バス 1day チケット利用） 
大津乗船場１４：３０集合（旅行開始） 
大津乗船場１５：００発 → 琵琶湖疏水通船 → 山科乗船・下船場１５：３０着 
お客様各自で毘沙門堂など山科醍醐観光 (京阪バス 1day チケット利用） 
 
■旅行代金 
Ａプラン 大人５,０００円 小児４,７００円 
Ｂプラン 大人４,０００円 小児３,７００円 
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■旅行代金に含まれるもの 
琵琶湖疏水通船乗船代 ＋ 京阪バス１ｄａｙチケット（京都・大津版） 
※モデルプランに記載した社寺の拝観料、京阪電車の運賃、食事は含まれておりません。 
旅行代金には、消費税・諸税が含まれております。 
 
■添乗員 
添乗員は同行しません。 
 
■旅行のお申込み及び契約の成立時期 

お客様がお電話で予約し、当社が予約を承諾すると、お客様に振込先口座、旅行条件書

（全文）をお送りします。当社が指定した期日までに申込金を含めた旅行代金をお支払し

ていただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部又は全部とし

て取り扱います。 
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を含む旅行代金を受領したときに成立

するものとし、当社が指定した期日までに旅行代金を支払われないときは、当社はお申込

みがなかったものとして取り扱う場合があります。 
 
■お申込み条件 
(1) 疏水船の都合上、小児は小学生以上で保護者の同行を条件とさせていただきます。 
(2) 疏水船は背もたれのない椅子になっているため、自力で着席いただける場合など、乗船

に支障のない場合にお申込みください。 
 
■旅行契約内容・料金の変更・解除 
(1)当社は契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・輸送・観光施設等のサービスの

提供の中止、官公署の命令・当初の運行計画によらない運行サービスの提供その他当社の

関与できない事由が生じた場合、契約を解除・変更することがあります。 
(2)また、病気・団体行動への支障、その他により旅行の円滑な実施が不可能と判断される

場合も契約を解除します。 
 
 
■取消料 
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には次に定める取消料をお支

払いただきます。なお、取消の連絡は営業時間内にお電話でお願いします。営業時間外の

取消は認めません。 
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取消・変更日 
（旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって） 

取消・変更料 

11 日目に当たる日以前の解除 無料  
10 日目に当たる日以降の解除 旅行代金の 20％  
7 日目に当たる日以降の解除 旅行代金の 30％  
旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％  
旅行開始当日の解除 旅行代金の 50％  
無連絡不参加 及び旅行開始後の解除 旅行代金の 100％  
※旅行開始後の一部取消の場合は旅行代金の１００％を申し受けます。 
 
お客様のご都合による出発日又は出航便の変更は、ご旅行全体の取消とみなし、所定の取

消料を申し受けます。  
※原則として、取消料が発生しない期間については、京阪バス１ｄａｙチケットをご返送

願います。（郵送料はお客様のご負担となります） 
取消料が発生する期間については、１ｄａｙチケットの返送は不要です。 
１ｄａｙチケットを使用せず、当社営業所または案内所において、払戻しをする場合は所

定の手数料を差し引いた上で払戻しします。 
 
■当社の責任及び免責事項 
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失により、お客様に損害を与えた

ときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生日の翌日から起算して２年

以内に当社に対して 通知があったときに限ります。 
(2) 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署

の命令その他 の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合

を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 
(3) 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損

害発生の翌日から起算して、１４日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者

１名につき１５万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償

します。 
 
 
■特別補償 
お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害について

は、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規定に定めるところにより、補償金及

び見舞金をお支払いいたします。 
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■座席について 
疏水船の座席については、原則として、電話予約受付順となります。 
なお、座席の指定はできません。 
 
■集合時刻について 
疏水船出航時間の３０分前までに集合場所にご集合ください。 
 
■お客様の責任 
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を

守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受け

ます。  
 
■個人情報の取り扱い 
当社は旅行申込の際にご提供いただいた個人情報についてのお客様との連絡や運送の手配

及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 
 
■その他 
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 
ご集合時刻は厳守してください。集合時刻に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかね

ます。  
 
■当日の緊急連絡先 
携帯電話：０８０－６１０６－４７０３ 
 
■疏水船乗船についての注意事項 
(1)気象状況等により疏水船が欠航の場合、ツアーを中止します。 
(2)乗船中はライフジャケットを着用いただきます。 
(3)乗下船場及び乗船中において、飲食及び喫煙はできません。 
(4)船上、特にトンネル内は地上よりも気温が低いため、各自防寒対策をしてください。 
 
この条件書に定めのない事項は旅行業約款によります。 
 
旅行企画・実施：京阪バス株式会社 本社営業所  京都市南区東九条南石田町５番地 
（京都府知事登録旅行業第 2-192 号 国内旅行業務取扱管理者 吉村 昌己） 
 


