
今、行きたいパワースポット !
「ストーンヘンジ冬至の祭典」

1 2 月 2 2 日 ( 水 ) A M 0 2 :  3 0 【 早 朝 】 ~  P M 1 3 : 0 0



ストーンヘンジで
冬至を祝う

古代ケルト人が信仰した
ドルイド教の聖地で執り行われる
年に 1 度の冬至祭

ロンドンから西に約２００ｋｍの所にあるソールズベリーの平野に忽然と現れる巨石建造
物ストーンヘンジ。
紀元前 3000～前 1500 年頃、3つの年代を経て造営されたと考えられていますが、誰が
何のためにどのようにして造ったのかは、まだ解き明かされていません。

通常はロープの外からしか眺めることができないストーンヘンジですが、冬至の日には
ロープの内側に入ることが許され、石に触れることも可能になります。

ストーンヘンジを宗教的に神聖な場所として崇めるケルト民族の末裔たちにとって、
季節の節目に執り行われる祭事は、今も重要な意味を持ちます。

古来より、冬至の日は運をさらに上昇させるため、そして無病息災を願うため、いろいろ
な風習が行われてきました。コロナ禍が続く今、古来の風習にならって、「陰消陽長」の
始まりの日にストーンヘンジで無病息災を願ってみませんか？

古代ケルト人の祭司「ドルイド（Druid）」など、多くの人が今年もこの特別な日を祝う為、
ストーンヘンジに集まります。



PLAN
12月22日(水)AM02: 30(深夜) ~ PM13:00(昼)

ストーンヘンジ到着

天気が良ければ日の出を拝むことができます

ロンドンへ向けて出発

セント・パンクラス駅で解散

バスがロンドン市内のピックアップポイントを周ります

AM 02:30　セント・パンクラス駅を出発
AM 03:05　リバプール・ストリート駅を出発
AM 03:45　ピカデリー・サーカス駅を出発
AM 04:30　イーリング ブロードウェイ駅を出発

AM 08:02　日の出予定時刻

AM 07:00

AM 09:30

PM 12:30
PM 13:00

バス代（有料道路、駐車料）、日本人アシスタント、チップ

飲食代、集合場所以前、及び解散場所以降の交通費、旅程中の「自由行動」の移動、観光等

※日本人アシスタント同行・ガイドなし
※キャンセル料金：12月15日以降は100％発生します
※最少催行人数 15名。ツアー催行が決まり次第ご連絡いたしますが、出発７日前のお申込人数で最終判断をさせていただきます。
※行程記載の発着時間は予定時刻となっております。交通状況により到着遅延の可能性があります。

※新型コロナウィルスの感染予防のための取組みを実施しております。

※今後の新型コロナウイルス感染状況ならびに政府・自治体等の方針によって、イベント中止となる可能性もございます。
イベント中止の場合はすべて払戻しいたします。

ご利用のお客様には、以下の取組みにご協力をお願いします。
◆バス車内ではマスクの着用をお願いいたします。
◆バス車内での大きな声での会話はご遠慮ください。
◆バス車内での飲料を除く食事および飲酒はできません。
◆バス乗降時等、乗降口に設置の消毒液で、適宜、手指の消毒をお願いします。

乗務員の対応
①出庫点呼時に体温測定、体調管理の徹底を行っています。
②運転士・アシスタントとも、乗務中にマスクを着用させていただきます。
③車両使用後に車内の消毒を乗務員が実施しています。

「自由行動」

【12月22日(水) 深夜 ~ 早朝】

＊出発時間はピックアップポイントを経由してくるため、若干遅れることがあります。
＊集合場所の詳細は催行確定後にご案内いたします



日帰りバスツアーにお申込みのお客様／お申込み～出発までの流れ 

お申込み前に、旅行条件書 をご一読ください。

◆弊社ホームページよりお申込み方法

受付は24時間承っておりますが、18：00 以降のお申込みにつきましては、翌営業日の扱いとさせていただきます。
メールでお問合せ頂いた場合なども、18：00 以降にご連絡頂いたものにつきましては、翌営業日以降の回答となりますので、あらかじめ
ご了承ください。

※受付終了後、自動返信で注文番号などのご連絡メールが送信されます。Ｅメールアドレスを間違えて登録している場合・携帯電話のメール
アドレスをご利用の場合など、受信設定によっては回答のメールが届かない場合がございます。その際は、お手数ですが弊社営業時間内にご
連絡ください。

ツアー催行確定後、メールにて催行確定のご案内とお振込先・振込期日につきましてご案内申し上げます。

※ツアー催行が決まり次第ご連絡いたしますが、出発７日前のお申込人数で最終判断をさせていただきます。
※催行の有無につきましては、遅くとも出発７日前までにご連絡させていただきますが、間際になっても連絡がない場合は、お手数ですが
弊社へご連絡いただければ幸いです。(電話番号、メールアドレスの入力間違いにより、弊社よりお客様へのご連絡ができない場合がございます)

ツアー催行確定後、予約確認書兼請求書をメールにて送付させて頂きます。
弊社指定期日までにご旅行代金のお振込みをお願い致します。

※クレジットカードにてお支払いの方は、ツアー催行確定後に決済処理をさせていただきます。
※最終案内の発送をもって入金連絡に代えさせて頂きます。弊社より入金確認のご連絡はございませんので、あらかじめご了承ください。
※お申込をキャンセルされる場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。（出発 10 日前より取消手数料の対象となります）

集合時間に遅れる場合や、当日のキャンセルなどは、必ずご連絡ください。
複数乗車場所を経由して目的地に向かうツアーの場合、添乗員は最初の乗車場所から同行いたします。途中乗車場所には、係員等はおりません。
何かございましたら、当日の緊急連絡先としてお伝えしている電話番号へご連絡ください。

※バスの座席位置など、ご参加予定のツアーに関しましてご要望がございましたら  出発 3 日前まで にお申し出下さい。
できる限り対応させていただきます。

↓

↓

↓

その他、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。

受付時間 09:00 ~ 18:00 （土日祝を除く）!お問合せ
（18：00 以降のご連絡は翌営業日の扱いとさせていただきます）

日帰りバスツアーへのお申込みは、弊社ホームページより受付しております。

お申込みフォームに必要事項をご入力頂き、お申込みください

日帰りバスツアーは、各設定日 15名様以上のお申込みで催行確定となります。

お支払いは、ツアー催行確定のご連絡後にお願い致します。

日程表記載の集合時間までに集合場所にお越し下さい。

support@tabi-londo.com
+44 (0)20 8058 8781



旅行条件書

この旅行契約については、サービスが運行されるイギリスの法令によります。従って、日本の旅行業法に基づく約款の適用はありません。本旅行規
約はイギリスが定める旅行規約に準じます。

お申し込みは、電話、または当社が管理運営するインターネットウェブサイト「旅ロンド」において、当社所定の方法によりオンライン入力
のうえ、お申し込みいただきます。その際の申込金は不要です。
旅行契約の成立時期は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものといたします。 

1.

2. 

1.

2. 

1.
2.
3. 

1.
2.
3.
4.
5.
6. 

1.  お申し込み及び旅行契約の成立時期

予約申し込みの際に次の支払方法からいずれかを選択し、旅行代金をお支払いいただきます。
(1)前払い
(2)現地払い
前払いの場合、申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

2.  旅行代金のお支払い

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、観光料金（入場チケット）及び消費税等諸税・サービス料等。
特別な明記が無い限りガイド・アシスタント・ドライバーへのチップは含みます。 
その他旅行代金に含まれる旨表示したもの。

上記1～3についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

3.  旅行代金に含まれるもの

各サービス詳細に明記されていない飲食代、その他の個人的諸費用。
集合場所以前、及び解散場所以降の交通費。
クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費。
希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金。
お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金（入場料金、食事料金、交通費等）。 

1.

2.

お客様は、各ツアー詳細ページに記載されているキャンセル料金をお支払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。
お客様は、次の項目に該当する場合はキャンセル料金なしで旅行契約を解除することができます。
(1)旅行開始前
①旅行契約内容が変更されたとき。
②官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて
大きいとき。
③当社の責に帰すべき事由により、本サイト等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

(2)旅行開始後
①お客様の責に帰さない事由により本サイト等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、キャンセル料金を
支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
②本項(2)‐① の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様
に払戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サ－ビスに対してキャ
ンセル料金、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払戻しま
す。

4.  旅行代金に含まれないもの

当社は旅行契約の締結後であっても、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、当初の運行計画
によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむ
を得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、
旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容（以下「契約内容」といいます。）を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、や
むを得ないときは、変更後に説明します。

5.  旅行契約内容の変更

6.  お客様による旅行契約の解除

Travel Terms and Conditions 



旅行条件書

所定の集合場所に出発時間までに集合されずサービスにご参加いただけない場合、払い戻しはいたしません。
お客様が当該コース中に含まれるサービスを放棄される場合は払い戻しはいたしません。
美術館・博物館の展示品や建築物は、修復・メンテナンス及び国内外への作品貸出しのため、事前案内やイメージ写真とは異なること
がありますが、それに関する払い戻しはいたしません。
当日のレストラン、飲食業者の事情によりサービスに含まれている食事内容の一部やメニュー内容が変更になることがあります。その
場合はサービス料の払い戻しはいたしません。
最少催行人員に満たない場合は、催行中止となります。その場合は主催会社又は運行事業社よりご連絡し、サービス料の払い戻しをい
たします。
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として責任を負いません。
(1)大雨・洪水・雪などの天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(2)当社サービス以外の運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(3)当社サービス以外の運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(4)官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
(5)自由行動中の事故
(6)食中毒
(7)盗難
(8)当社サービス以外の運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞
在時間の短縮
(9)お客様自身の故意または過失による損害
(10)その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
お客様の荷物の損害、損失、盗難、忘れ物には、当社は責任を負いかねます。各自の身の回りの荷物には十分ご注意ください。
車の中に置き忘れられた私物についても責任を負わず返還は保証いたしかねます。
お忘れ物の捜索については、捜索の結果に関わらず、捜索手数料が発生します。お忘れ物の配送をご希望される際は、別途配送料をご
負担いただきます。但し、忘れ物の内容によっては配送をお受けできないものもありますので予めご了承ください。（例:リチウム電池の
取り出しが不可能な携帯電話やデジタルカメラ　など）

1.
2. 
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

7.  当社の責任及び免責事項

旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお
申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲
内で利用させていただきます。

1.

2.

3.

お客様の故意又は過失、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被ったと
きは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅
行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供さ
れたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

ツアーバス及び専用車のご利用にあたって、車内へのスーツケース等大きなお荷物やベビーカーの持込みについてはお申込み時にご
確認ください。
車内でのチャイルドシートのご利用は義務付けられておりません。ご利用をご希望の方はご自身で持ち込んでいただくことになります。
その場合には2歳未満でも1席ご利用となるためお子様料金を適用させていただきます。
車内は、禁煙となります。
ツアーバス車内では温かい飲み物や食べ物、匂いの強い食べ物の飲食は禁止されています。　また、専用車内での飲食はお控えくださ
い。
列車利用のツアーに関して、列車運営会社の都合による当日の列車の遅延や時刻変更にて生じたツアー行程の短縮、行程内容の変更
に関しては弊社は責任を負いかねます。
列車座席の事前指定はお受けできませんので予めご了承下さい。
集合時間が特に記載されている場合を除き、列車出発時間の最低15分前までに駅に到着するようお出かけください。
ご予約の際にお渡しするバウチャー(ご予約確認書)、チケット類、チケット引換券などはご参加日当日に必ずお持ちください。
チケット、クーポンの種類によっては、事前のお渡しが必要な場合がございます。その場合はお申込み時にご案内いたします。
チケット類を紛失された場合、再発行はできませんのでご注意ください。

8.  お客様の責任

9.  個人情報のお取り扱いについて

10.  その他お願いとご注意

Travel Terms and Conditions 


