
行程

集合 ： JR 五日市線武蔵五日市駅 ８ ： 45
JR 武蔵五日市駅　９ ： 00＝＝＝伐採現場 ( 見学）＝＝＝檜原森のおもちゃ美術館 （体験と
美術館見学 ・ 昼食）＝＝＝多摩産材利用建築の施工現場 （見学）＝＝＝多摩木材センター
( 丸太市場見学）＝＝＝製材所 （見学）＝＝＝JR 武蔵五日市駅 （16 ： 30 頃解散）

朝×
昼 ○
夜×

食事

「とうきょうの木」魅力発見ツアー「とうきょうの木」魅力発見ツアー

西多摩西多摩

東京都産業労働局　　旅行企画・実施：京王観光株式会社
※本事業は、東京の木（多摩産材）を含む木材利用の拡大を図ることを目的に実施しています。

とうきょうの木『多摩産材』の伐採や製材、
木材利用の現場を巡り、多摩産材の魅力を
実感していただくことを目的としたツアーを
実施します！

とうきょうの木『多摩産材』の伐採や製材、
木材利用の現場を巡り、多摩産材の魅力を
実感していただくことを目的としたツアーを
実施します！

【旅行期間：日帰り】
2023年 3月 8日（水）
【申込締切日】 
出発日前日より起算して営業時間内3日前　　
※定員になり次第締め切りとさせて頂きます。

全行程バス移動になります。(利用バス会社：西東京バス)
※当日の交通状況により到着予定時間は、前後する可能性がございます。予めご了承下さい。
※出発日前日より起算して営業時間内３日前までに旅行開始日当日の集合案内、昼食場所などを記載した「確定書面」をお送りします。

【ご旅行代金/昼食付】
お一人様　1,800円（税込）
　　　　　　　※保険料100円含む

＜上記代金に含まれるもの＞
　貸切バス代、旅程に含まれる食事代、見学費用、添乗員費用
　旅行代金のうち100円は参加者に対して付保する保険料となります。

 ＜上記代金に含まれないもの＞
 　集合場所までの交通費、お食事の際の飲物代、その他個人的費用 
　【募集人員】10名様　(最少催行人員4名様)
　【募集対象】建築関係の業務に携わる方（予定者、希望者含む）
　【添乗員】　同行します
　【申込方法】裏面申込書に必要事項を記載の上、メール・FAXにて
　　　　　　　お申込み下さい。
　【お支払い】銀行振込

＝＝＝貸切バス

【お申込・お問合せ】　
お申込FAX番号：03-3359-2570
お申込 E-mail：　tokyo-2@keio-kanko.co.jp
京王観光株式会社　東京第２支店　　
「とうきょうの木」魅力発見ツアー事務局　担当：永野・清水・安嶋
観光庁長官登録旅行業第10号　日本旅行業協会（JATA）会員
総合旅行業務取扱管理者：髙木 篤司
TEL:03-5919-4831　FAX:03-3359-2570
〒160-0022　東京都新宿区新宿2-3-10　新宿御苑ビル2F 　
営業時間：平日9:00～18:00 (土・日・祝日休業)　
営業時間外は,翌営業日の取扱いとさせて頂きます。取消については、
平日の営業時間内にご連絡下さいますようお願い致します。

伐採現場イメージ

丸太市場イメージ 製材所イメージ

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所の取引に関する責任者です。
この旅行契約に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者
にお尋ね下さい。

【東京建築士会ＣＰＤプログラム認定】

檜原森のおもちゃ美術館

※上記保険料については国内旅行傷害保険
のものであり、 このご案内は概要を説明し
たものです。

取扱代理店：京王観光株式会社
住所：東京都多摩市関戸 2-37-3
TEL:050-8885-8210 9:00～18:00

引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社
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※　東京都産業労働局パンフレット等にツアーの様子を撮影した写真を掲載する場合があります。
※　旅行終了後にアンケートにご協力頂きます。
※　旅行条件の基準日は 2023 年１月 23日現在の運賃・料金を基準としています。

京王観光株式会社　御中
■東京都産業労働局と旅行手配の為に必要な範囲内で運送機関・保険会社等へ個人データの提供について同意の上、 以下の旅行に申込みます。

●メール又はＦＡＸにてお申し込み下さい。
●個人情報は、本件以外の目的で使用いたしません。
●ＦＡＸ送信の場合は、個人情報保護の観点から番号のお間違えにご注意頂き、送信後はお手数ですが着信の確認をお願いします。
●５名以上の場合は、申込書をコピーしてご利用ください。

【お申込・お問合せ】  お申込 FAX番号：03-3359-2570
                             お申込 E-mail：tokyo-2@keio-kanko.co.jp
　　　　　　　　　  京王観光株式会社　東京第２支店　　　　
　　　　　　　　　  「とうきょうの木」魅力発見ツアー事務局　担当：永野・清水・安嶋　TEL:03-5919-4831　

【「とうきょうの木」魅力発見ツアーツアー】ツアー参加申込書　
　お申込 E-mail：tokyo-2@keio-kanko.co.jp　　お申込 FAX番号：03-3359-2570

参加者名 フリガナ 年齢 性別

男・女

男・女

男・女

男・女

所属
参加者人数　　　　　　　　名

代表者氏名

同行者氏名

同行者氏名

同行者氏名

代表者住所
（資料 ・ 予約確認書送付先）

TEL:　　　　　　　－　　　　　　　　－             
( 日中連絡がつく番号をご記入ください )
FAX:　　　　　　　－　　　　　　　　－
E-mail

〒

4 名

2023 年 1月 23日

A22D-071




