


＜Go Toトラベル事業支援対象＞

軽井沢１泊２日ワーケーションツアー

~山岳地のリゾートタウンでワーケーション体験~

企画・募集 ティ・シィ・アイ・ジャパン株式会社
（観光庁長官登録旅行業第1139号）

避暑地や別荘地として人気の長野県軽井沢。今、ワーケーションの場所としても関心を集めて

います。サテライトオフィスやコワーキングスペースを併設したホテルが充実しており、思い

思いの場所で作業に打ち込めて、新しい価値を生み出してゆくコミュニティを求め、首都圏か

ら20代～30代のクリエイターやビジネスマンが徐々に集まっております。東京駅から新幹線

で約1時間の距離ながら大自然に囲まれ、リゾート気分が楽しめる軽井沢で「ワーケーショ

ン」という普段とは違う刺激を試してみませんか？

軽井沢駅から徒歩7分。1982年から続くレストランの2階に今年OPENしたコ
ワーキングスペース。ホテルが併設されており、「暮らし」「働く」「遊ぶ」
をボーダレスにすることを掲げている。

ワークスペース/Hello232（料金別途/予約不可）

宿泊施設/ホテルサイプレス軽井沢（朝食付き）

軽井沢駅から徒歩10分。緑豊かな庭園に囲まれた洗練されたホテル。高級
感のある客室に広々としたロビーラウンジ、3 軒のエレガントなレストラ
ンを併設。木製の浴槽を備えた天然温泉大浴場、ガーデンテラスもあり、
軽井沢ならではのリゾート気分が楽しめる。

（客室一例）



▶▶▶スケジュール例◀◀◀

＜1日目＞

06：28～22：08 東京駅発

07：34～23：22 軽井沢駅着 移動後、Hello232にてワーク開始

各自昼食

15：00 ホテルサイプレス軽井沢チェックイン

＜2日目＞

午前：軽井沢をのんびり散策 (お土産購入など）

11：00：ホテルチェックアウト

06：34～22：18 軽井沢駅発

07：34～23：24 東京駅着

【費用】
出発日： 1 1月 1 3日（金）～ 1月 3 1日（日）
旅行代金： 33,000円～40,000円（1名あたり）

お支払い実額： 21,450円～26,000円（1名あたり）
最少催行人数：1名

【旅行代金に含まれるもの】
宿泊料金：ホテルサイプレス軽井沢ホテルの２人部屋に２人迄

又は同等クラスのホテル(定員２名：2名様１室利用)

※1名で利用の場合は＋￥5,000

新幹線料金：東京駅～軽井沢駅間の往復(北陸新幹線）
食事料金：朝食１回
※旅行代金は出発日により変動しますので、お気軽にご相談ください。担当者よりご連絡させ

て頂きます。

2名様1室ご利用

旅行代金：33,000円

旅行代金への支援額

16,550円

お支払い実額

21,450円

地域共通クーポン

5,000円

～お支払い金額イメージ～

1. この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
2. 旅行代金からGoToトラベル事業による支援金
引いた金額がお支払い実額となります。別途、
旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与され
ます。

3 .支援金の受領について
国からの支援金はお客様に対して支給されます
が、当社は支援金をお客様に代わって受領いた
しますので、お客様は旅行代金に対する支援金
を差し引いた「お支払い実額」をお支払い頂く
ことになります。なお、お取消しの際は旅行代
金を基準として所定の取消料を申し受け致しま
す。当社による代理受領について、ご了承の上
お申込み下さい。

お申込み・お問い合わせ
ティ・シィ・アイ・ジャパン株式会社(TEL:03-3508-1972)
ワーケーション事業部 渡辺 watanabe@tcijapan.co.jp



＜Go Toトラベル事業支援対象＞

伊豆・下田１泊２日ワーケーションツアー

~開国の町で歴史とアクティビティとワーケーション体験~

企画・募集 ティ・シィ・アイ・ジャパン株式会社
（観光庁長官登録旅行業第1139号）

GO TOキャンペーンに合わせて3密を避けながら潮風感じる下田でのリモートワークとアク

ティビティー体験はいかがでしょうか？

目前に海が見える下田の夏を満喫しながらのワーケーションはいつもと違った雰囲気で開放的

な気分になりながら晴れやかに仕事を進められます。日本一の水揚げを誇る金目鯛を使った料

理も楽しむことができ、現地での【釣り船体験】や【サーフィン体験】もおすすめです。現地

での移動は定期観光バスが出ておりますので、お車を使わずに観光が可能です。更に東京から

下田へはサフィール踊り子号を使えば、最短2時間45分で移動可能です。

下田駅から徒歩3分。室内ワークスペースも外のテラスもWi-Fi完備。コロナ対策も万全ですので
ご安心ください。（通常4人利用可能ですが、ソーシャルディスタンスを保つため2名のみ利用）

ワークスペース/Nan VILLAGE

宿泊施設/黒船ホテル（夕・朝食付き）

下田駅から徒歩12分。お部屋からは下田湾を一望でき、露天風呂付き客室
では、満点の星空と爽やかな海風を受けながら、ゆったりと楽しみいただ
くことができます。

（客室一例）



▶▶▶スケジュール例◀◀◀

＜1日目＞

09：00～13：00 東京駅発

11：50～14：50 伊豆急下田駅着 NanZ VILLAGEのワークスペースor

テラススペースにてワーク開始

正午以降 各自昼食

15：00 黒船ホテル チェックイン

＜2日目＞

午前：下田街をのんびり散策 (お土産購入など）

11：00：ホテルチェックアウト

09：51～15：07 伊豆急下田駅発

12：32～17：48 東京駅着

【費用】
出発日： 1 1月 1 3日（金）～ 1月 3 1日（日）
旅行代金： 50,000円～57,000円（1名あたり）

お支払い実額： 36,000円～43,000円（1名あたり）
最少催行人数：1名

【旅行代金に含まれるもの】
宿泊料金：黒船ホテルの２人部屋に２人迄又は同等クラスのホテル

(定員２名：2名様１室利用) ※1名で利用の場合は＋￥5,000

新幹線料金：東京駅～伊豆急下田駅間の往復(踊り子）
食事料金：夕食1回・朝食1回

ワークスペース利用料：１０時間分
※旅行代金は出発日により変動しますので、お気軽にご相談ください。担当者よりご連絡させ

て頂きます。

2名様1室ご利用

旅行代金：50,000円

旅行代金への支援額

14,000円

お支払い実額

36,000円

地域共通クーポン

6,000円

～お支払い金額イメージ～

1. この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
2. 旅行代金からGoToトラベル事業による支援金
引いた金額がお支払い実額となります。別途、
旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与され
ます。

3 .支援金の受領について
国からの支援金はお客様に対して支給されます
が、当社は支援金をお客様に代わって受領いた
しますので、お客様は旅行代金に対する支援金
を差し引いた「お支払い実額」をお支払い頂く
ことになります。なお、お取消しの際は旅行代
金を基準として所定の取消料を申し受け致しま
す。当社による代理受領について、ご了承の上
お申込み下さい。

お申込み・お問い合わせ
ティ・シィ・アイ・ジャパン株式会社(TEL:03-3508-1972)
ワーケーション事業部 渡辺 watanabe@tcijapan.co.jp



＜Go Toトラベル事業支援対象＞

広島・尾道たちまち１泊２日ワーケーションツアー

~目の前に海を臨みながら働くワーケーション体験~

企画・募集 ティ・シィ・アイ・ジャパン株式会社
（観光庁長官登録旅行業第1139号）

広島県・尾道では現在、30～40代の方を中心に、カフェを新たにオープンしたり、空き家を

改装してゲストハウスを始めたり、農業に従事したり、あるいは、ウェブ制作、イラストレー

ターなどのフリーランスの方々の「移住者」が増えてきました。

そこで、興味がある方に尾道の暮らしや文化を検索するより実際に過ごして「体験していただ

きたい」と思い、３日間のお試し期間として、気軽に尾道で仕事と滞在をしていただくプラン

をご用意いたしました。たちまち（地域の言葉で＝「まずは」の意）尾道に行って肌で感じて

ください！

尾道駅から徒歩13分。コンシェルジュも在室しており、施設内にはバーカウンターや印刷サー
ビス、ロッカー、シャワールーム等も完備。レンタルサイクル店と提携しているので、貸し出し
も可能です。

ワークスペース/ONOMICHI SHARE

宿泊施設/ONOMICHI U2 HOTEL CYCLE（朝食付き）

尾道駅から徒歩5分。宿泊のみならず、レストラン＆バー、カフェ＆ベーカ
リー、ライフスタイルショップ、サイクルショップを擁する複合施設。



▶▶▶スケジュール例◀◀◀

＜1日目＞

7：00～20：30 東京・羽田発

8：30～22：00 広島空港着、尾道駅へ

尾道駅着後、ONOMICHI SHAREへ移動

ONOMICHI SHARE着、利用説明

ワーク開始

各自昼食

終業（ホテルチェックイン）

＜2日目＞

午前：自由時間

1１：00 ホテルチェックアウト

広島空港へ

7：40～21：35 広島空港発

9：00～22：55 羽田空港着

【費用】
出発日： 1 1月 1 3日（金）～ 1月 3 1日（日）
旅行代金： 60,000円～70,000円（お一人様）
お支払い実額： 46,000円～56,000円（お一人様）
最少催行人数：1名

【旅行代金に含まれるもの】
航空運賃：全日空(エコノミークラス・羽田～広島間の往復)
空港使用料/空港税等：
宿泊料金：HOTEL CYCLEの２人部屋に２人迄又は同等クラスのホテル

(定員２名：2名様１室利用) ※1名で利用の場合は＋￥5,000

食事料金：朝食1回
ワークスペース利用料：1日分（レンタルサイクル料込）

※旅行代金は出発日により変動しますので、お気軽にご相談ください。担当者よりご連絡させて

頂きます。

～お支払い金額イメージ～

2名様1室ご利用

旅行代金：60,000円

旅行代金への支援額

14,000円

お支払い実額

46,000円

地域共通クーポン

6,000円

1. この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
2. 旅行代金からGoToトラベル事業による支援金
引いた金額がお支払い実額となります。別途、
旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与され
ます。

3 .支援金の受領について
国からの支援金はお客様に対して支給されます
が、当社は支援金をお客様に代わって受領いた
しますので、お客様は旅行代金に対する支援金
を差し引いた「お支払い実額」をお支払い頂く
ことになります。なお、お取消しの際は旅行代
金を基準として所定の取消料を申し受け致しま
す。当社による代理受領について、ご了承の上
お申込み下さい。

お申込み・お問い合わせ
ティ・シィ・アイ・ジャパン株式会社(TEL:03-3508-1972)
ワーケーション事業部 渡辺 watanabe@tcijapan.co.jp



国内旅行条件書（一部抜粋）

1.募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、ティ・シィ・アイ・ジャパン株式会社（以下「当社」という）が旅行を企
画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約
（以下「契約」という）を締結することになります。

（2） 契約の内容・条件は本旅行条件書（以下「契約書面」という）のほか、出発前にお渡
しする確定書面（以下「旅程表」という）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以
下「当社約款」という）によります。

（3） 当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、
宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることが
できるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行のお申込み・予約
（1）所定の旅行申込書（以下「申込書」という）に所定事項を記入の上、次に定める申込金を
添えてお申込みいただきます（申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部
又は全部として取り扱います。
申込金 10,000円

3.契約の成立時期
（1）お客さまとの契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

4.旅行代金及びお支払い期限
（1）旅行代金（申込金を差し引いた残額）は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21
日前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20
日前以降にお申込みされた場合は、お申込時に全額お支払いいただきます。

6.旅行代金に含まれるもの
（1）旅行パンフレットに明示した次に掲げるものが含まれます。
①軽井沢2泊3日ワーケーションツアー
宿 泊 料 金：ホテルサイプレス軽井沢ホテルの２人部屋に２人迄

又は同等クラスのホテル(定員２名：2名様１室利用)
※1名で利用の場合は＋￥5,000 

新幹線料金：東京駅～軽井沢駅間の往復(北陸新幹線）
食 事 料 金：朝食１回

②伊豆・下田1泊2日ワーケーションツアー
宿 泊 料 金：黒船ホテルの２人部屋に２人迄又は同等クラスのホテル

(定員２名：2名様１室利用)  ※1名で利用の場合は＋￥5,000 
新幹線料金：東京駅～伊豆急下田駅間の往復(踊り子）
食 事 料 金：夕食1回・朝食1回
ワークスペース利用料：１０時間分

③広島・尾道たちまち1泊2日ワーケーションツアー
航 空 運 賃：全日空(エコノミークラス・羽田～広島間の往復)
空 港 使 用 料/空港税等：
宿 泊 料 金：HOTEL CYCLEの２人部屋に２人迄又は同等クラスのホテル

(定員２名：2名様１室利用) ※1名で利用の場合は＋￥5,000
食 事 料 金：朝食1回
ワークスペース利用料：1日分（レンタルサイクル料込）

(2） 本項（1）の代金は、お客さまのご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。

5.取消料【国内旅行】
契約成立後、お客さまのご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客さまお1人様につ
き次に定める取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除
される場合は、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1台・1室あたりの）ご利用人数の変
更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

①取消日（契約解除の期日） 取消料（お1人さま）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
ａ）21日前まで 無料
ｂ）20日～8日前まで 旅行代金の20％
ｃ）7日～2日前まで 旅行代金の30％
ｄ）旅行開始日前日 旅行代金の40％
ｅ）旅行開始日当日（ｆを除く） 旅行代金の50％
ｆ）旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

■注意事項
宿泊施設へのチェックイン時に「代表者及び同行者全員の居住地が確認できる書類」の提示が必要と
なります。
旅行当日に証明ができる書類を必ず携帯していただけますようお願いいたします。なお、証明書類の
詳細はGoToトラベル旅行者サイト内「GoToトラベル事業の利用者に対する本人確認の実施につい
て」（外部リンクhttps://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020082503.html）をご確認ください。
今後東京以外の地域がキャンペーン対象外となった場合、すでに予約されている旅行であっても
キャンペーンにて割引された金額を追加でお支払いいただく必要があります。
また、それに伴うキャンセル料の補償は現状ございません。
今後の感染状況次第で変更が生じるリスクがあることをご理解いただいた上で、お申込みいただきま
すようお願いいたします。




