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バリア・フリーの１泊２日ツアー発売のお知らせ 

 

 

株式会社ウェブトラベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田 隆明）は、東京都内発のバリア・ 

    フリー１泊２日ツアー（日光又は箱根）を発売開始しました。 

これまで介護が必要なご親族と旅行することは、移動手段や段差のある宿泊施設など様々な制約があり、

困難でしたが、ご家族がみんなでお楽しみいただけるようにバリア・フリーのツアーを企画いたしました。 

特に高級旅館で利用し易い宿を厳選しておりますので詳しくは添付のパンフレットをご参照ください。 

  

本バリア・フリーの特徴は以下のとおりです。 

 

楽しみが違う･･･････････････････････････････････美味しさ満載の厳選された料理とこだわりの宿 

温泉が違う･･･････････････････････････････････・天然かけ流し温泉をご家族だけで堪能 

安全が違う･･････････････････････････････････・･ご家族に負担をかけないバリア・フリー完備施設 

                               安心の介護者が同行 

                               ヘルパー資格のある運転手によりリフト付き専用 

車両 

        体験が違う･･････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・見て、触って、作って！ご家族も一緒に 

 

   株式会社ウェブトラベルは、今後も潜在的な旅行ニーズにマッチした企画商品を今後も開発してまいりま 

す。 

 

以上 

 



ご家 族と行く日光 または 箱 根 2日間

日光観光プラン 箱根観光プラン

美 味 し い お 食 事 と安心のプライベート露天風呂！

日付

1日目

2日目

1日目

2日目

スケジュール

【 朝  】

【 お昼 】

【 夕方 】

【 午前中 】

【 お昼 】

【 午後 】

【 夕方 】

都内 集合
リフト付き専用車両で 出発
高速道路で小田原へ　海老名サービスエリアでトイレ休憩
新しくなった箱根関所見学（バリアフリー対応）
バリアフリートイレ設置のある食堂で昼食
箱根彫刻の森美術館（バリアフリー対応施設）
箱根小湧谷温泉 水の音

チェックアウト後 箱根湯元温泉観光（車窓）
生命の星　地球博物館見学
鈴廣かまぼこ博物館で昼食（バリアフリー対応）
昼食後 かまぼこ作成体験
小田原城見学

都内 到着 解散

【 午前中 】

【 お昼 】
【 午後 】

【 夕方 】

チェックアウト後 奥日光散策（車窓）
霧降高原又は大笹牧場　解散
大笹牧場（予定）
日光木彫りの里工芸センター見学

都内　到着　解散

＊天然温泉の大浴場・室内風呂堪能

＊天然温泉の大浴場・貸切風呂堪能

食　事

朝 昼 夕
日付 スケジュール

【 朝  】

【 お昼 】
【 夕方 】

都内 集合
リフト付き専用車両で 出発
高速道路で日光へ　途中サービスエリアでトイレ休憩
日光東照宮他一社一寺散策
いろは坂（車窓）
中禅寺湖畔バリアフリートイレ設置のある食堂で昼食
中禅寺湖畔解散
戦場ヶ原散策
奥日光小西ホテル

食　事

朝 昼 夕

日光悠久の歴史 癒しの湯 箱根

ご旅行条件書（要約）

合計447,000円　
合計480,000円

合計444,000円　
合計476,000円

＊それぞれ土日祝祭日前日出発は50,000円増しになります。 ＊それぞれ土日祝祭日前日出発は50,000円増しになります。

本ご旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書及び同法第12の5に定
める契約書面の一部（要約）となります。
お申込みの際には、必ず別途お渡しするご旅行条件書を十分にお読みください。
●　募集型企画旅行契約 
(1) この旅行は、株式会社ウェブトラベル（以下「当社」といいます。）が企画・募集・実施
するものであり、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」といいますは、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせてい
ただくか、保護者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。また、ご参加
の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。 
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行について
は、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお
断りする場合がございます。 。）を締結することになります。 
(3) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ（以下「契約書面」
といいます。）・本旅行条件書・出発前にお渡しする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（以下「約款」といいます。）によります。
●　お申し込み条件 
(1) 旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件といたします（但
し一部のコースを除きます。）。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は、親権者の同意
書が必要です。
●　旅行契約の成立時期 
電話またはご来店による事前のお申し込みまたはご予約が一切なく、ファクシミリ、電
報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は
以下の時点で成立いたします。
1.事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。
2.事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承
諾した旨の通知を発した時。 

●　旅行契約の解除・払い戻し 
1. お客様の解除権
 
(ア) お客様は次に定める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。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内
にお受けいたします。 
一 次項以外の募集型企画旅行契約
　イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあっ
　　  ては10日目）に当たる日以降に解除する場合（ロからホまでに掲げる場合
　　  を除く。） ・・・・・旅行代金の2０％  
　ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解
　　  除する場合（ハからホまでに掲げる場合を除く。）・・・・・旅行代金の3０％  
　ハ. 旅行開始日の前日に解除する場合 ・・・・・旅行代金の4０％  
　二. 旅行開始日当日に解除する場合（ホまでに掲げる場合を除く。）   
　　  ・・・・・旅行代金の5０％  
　ホ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 ・・・・・旅行代金の100％  
二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 ・・・・・当該船舶に係る取り消し料の
　 規定によります。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業者での取引責任者です。こ
の旅行契約に関し、担当者の説明に不明な点がありましたら、遠慮なく旅行業務
取扱管理者にご質問ください。 

ご旅行代金について

旅行企画・実施

株式会社 ウェブトラベル

3名様
4名様

ここが違う

楽しみが違う
温泉が違う
安全が違う

体験が違う

美味しさ満載の厳選された料理と宿

天然かけ流し温泉をご家族だけで堪能

ご家族に負担をかけないバリアフリー完備施設
安心の介護者が同行
ヘルパー資格のある運転手によりリフト付き専用車両

見て、触って、作って！ご家族もご一緒に

奥日光 小西ホテル

お料理 イメージ

お料理 イメージ

リフト付き車両 イメージ

のバリアフリー

3名様
4名様

箱根小湧谷温泉 水の音

バリアフリーで、気づかいのない旅を。

バリアフリーだから、

みんなで行ける。

みんなで楽しめる。

奥日光小西ホテル
箱根小湧谷温泉 水の音

HOTEL
HOTEL

見処

露天風呂 乳しぼり体験

室内

食べ処 イメージ

イメージ

イメージ イメージ

ゆば料理イメージ

日光東照宮

奥日光小西ホテル 大笹牧場

バリアフリー対応和洋室

見処 食べ処 イメージ箱根関所

露天風呂 体験小湧谷 水の音 鈴廣かまぼこ博物館

室内 見学

イメージ イメージ

イメージ

バリアフリー対応和洋室 箱根彫刻の森美術館

× ○ ○
× ○ ○

○ ○ ×
○ ○ ×

＊旅行費用（日光又は箱根）には介護者1名同行の費用も含まれます。  ＊4/20～5/6,　7/20～8/31,　12/20～1/7についてはお問合せください。  ＊最少催行人員：３名様（１名様から可能ですが、別途追加料金が必要）
適用期間：2013年1月8日～4月19日、5月7日～7月19日、9月1日～12月19日

旅行費用に含まれているもの リフト付き車両代、有料高速道路料金、宿泊費（1泊2食）、昼食代、日程表記載の施設入館料、体験費用

（1泊2日） （1泊2日）

〒107-0062
東京都港区南青山 5-4-30
CoSTUME NATIONAL Aoyama Complex 2F

担当：大﨑 ・太田　
営業時間：月～金 9:30～18：00（土日祝除く）
TEL: 03-6825-8811

観光庁長官登録旅行業第1757号 / 
（社）日本旅行業協会正会員 /　
ボンド保障会員 / 緊急支援システム会員

旅行業務取扱管理者　小滝 和彦



ご家 族と行く日光 または 箱 根 2日間

日光観光プラン 箱根観光プラン

美味し いお食事と安心のプライベート露天風呂！

日付

1日目

2日目

1日目

2日目

スケジュール

【 朝  】

【 お昼 】

【 夕方 】

【 午前中 】

【 お昼 】

【 午後 】

【 夕方 】

都内 集合
リフト付き専用車両で 出発
高速道路で小田原へ　海老名サービスエリアでトイレ休憩
新しくなった箱根関所見学（バリアフリー対応）
バリアフリートイレ設置のある食堂で昼食
箱根彫刻の森美術館（バリアフリー対応施設）
箱根小湧谷温泉 水の音

チェックアウト後 箱根湯元温泉観光（車窓）
生命の星　地球博物館見学
鈴廣かまぼこ博物館で昼食（バリアフリー対応）
昼食後 かまぼこ作成体験
小田原城見学

都内 到着 解散

【 午前中 】

【 お昼 】
【 午後 】

【 夕方 】

チェックアウト後 奥日光散策（車窓）
霧降高原又は大笹牧場　解散
大笹牧場（予定）
日光木彫りの里工芸センター見学

都内　到着　解散

＊天然温泉の大浴場・室内風呂堪能

＊天然温泉の大浴場・貸切風呂堪能

食　事

朝 昼 夕
日付 スケジュール

【 朝  】

【 お昼 】
【 夕方 】

都内 集合
リフト付き専用車両で 出発
高速道路で日光へ　途中サービスエリアでトイレ休憩
日光東照宮他一社一寺散策
いろは坂（車窓）
中禅寺湖畔バリアフリートイレ設置のある食堂で昼食
中禅寺湖畔解散
戦場ヶ原散策
奥日光小西ホテル

食　事

朝 昼 夕

日光悠久の歴史 癒しの湯 箱根

ご旅行条件書（要約）

合計447,000円　
合計480,000円

合計444,000円　
合計476,000円

＊それぞれ土日祝祭日前日出発は50,000円増しになります。 ＊それぞれ土日祝祭日前日出発は50,000円増しになります。

本ご旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書及び同法第12の5に定
める契約書面の一部（要約）となります。
お申込みの際には、必ず別途お渡しするご旅行条件書を十分にお読みください。
●　募集型企画旅行契約 
(1) この旅行は、株式会社ウェブトラベル（以下「当社」といいます。）が企画・募集・実施
するものであり、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」といいますは、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせてい
ただくか、保護者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。また、ご参加
の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。 
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行について
は、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお
断りする場合がございます。 。）を締結することになります。 
(3) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ（以下「契約書面」
といいます。）・本旅行条件書・出発前にお渡しする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（以下「約款」といいます。）によります。
●　お申し込み条件 
(1) 旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件といたします（但
し一部のコースを除きます。）。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は、親権者の同意
書が必要です。
●　旅行契約の成立時期 
電話またはご来店による事前のお申し込みまたはご予約が一切なく、ファクシミリ、電
報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は
以下の時点で成立いたします。
1.事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。
2.事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承
諾した旨の通知を発した時。 

●　旅行契約の解除・払い戻し 
1. お客様の解除権
 
(ア) お客様は次に定める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。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内
にお受けいたします。 
一 次項以外の募集型企画旅行契約
　イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあっ
　　  ては10日目）に当たる日以降に解除する場合（ロからホまでに掲げる場合
　　  を除く。） ・・・・・旅行代金の2０％  
　ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解
　　  除する場合（ハからホまでに掲げる場合を除く。）・・・・・旅行代金の3０％  
　ハ. 旅行開始日の前日に解除する場合 ・・・・・旅行代金の4０％  
　二. 旅行開始日当日に解除する場合（ホまでに掲げる場合を除く。）   
　　  ・・・・・旅行代金の5０％  
　ホ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 ・・・・・旅行代金の100％  
二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 ・・・・・当該船舶に係る取り消し料の
　 規定によります。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業者での取引責任者です。こ
の旅行契約に関し、担当者の説明に不明な点がありましたら、遠慮なく旅行業務
取扱管理者にご質問ください。 

ご旅行代金について

旅行企画・実施

株式会社 ウェブトラベル

3名様
4名様

ここが違う

楽しみが違う
温泉が違う
安全が違う

体験が違う

美味しさ満載の厳選された料理と宿

天然かけ流し温泉をご家族だけで堪能

ご家族に負担をかけないバリアフリー完備施設
安心の介護者が同行
ヘルパー資格のある運転手によりリフト付き専用車両

見て、触って、作って！ご家族もご一緒に

奥日光 小西ホテル

お料理 イメージ

お料理 イメージ

リフト付き車両 イメージ

のバリアフリー

3名様
4名様

箱根小湧谷温泉 水の音

バリアフリーで、気づかいのない旅を。

バリアフリーだから、

みんなで行ける。

みんなで楽しめる。

奥日光小西ホテル
箱根小湧谷温泉 水の音

HOTEL
HOTEL

見処

露天風呂 乳しぼり体験

室内

食べ処 イメージ

イメージ

イメージ イメージ

ゆば料理イメージ

日光東照宮

奥日光小西ホテル 大笹牧場

バリアフリー対応和洋室

見処 食べ処 イメージ箱根関所

露天風呂 体験小湧谷 水の音 鈴廣かまぼこ博物館

室内 見学

イメージ イメージ

イメージ

バリアフリー対応和洋室 箱根彫刻の森美術館

× ○ ○
× ○ ○

○ ○ ×
○ ○ ×

＊旅行費用（日光又は箱根）には介護者1名同行の費用も含まれます。  ＊4/20～5/6,　7/20～8/31,　12/20～1/7についてはお問合せください。  ＊最少催行人員：３名様（１名様から可能ですが、別途追加料金が必要）
適用期間：2013年1月8日～4月19日、5月7日～7月19日、9月1日～12月19日

旅行費用に含まれているもの リフト付き車両代、有料高速道路料金、宿泊費（1泊2食）、昼食代、日程表記載の施設入館料、体験費用

（1泊2日） （1泊2日）

〒107-0062
東京都港区南青山 5-4-30
CoSTUME NATIONAL Aoyama Complex 2F

担当：大﨑 ・太田　
営業時間：月～金 9:30～18：00（土日祝除く）
TEL: 03-6825-8811

観光庁長官登録旅行業第1757号 / 
（社）日本旅行業協会正会員 /　
ボンド保障会員 / 緊急支援システム会員

旅行業務取扱管理者　小滝 和彦
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