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車両基地見学満喫ツアー＜２０２１冬篇＞ 参加申込書
さんかもうしこみしょ

スケジュール

ツアー内容

①自分の絵がヘッドマークの一部に！

　　ヘッドマークアート作成 【中学生以下限定】
自分の描いた絵がヘッドマークの一部となって街中を走ります！

ヘッドマーク付き貸切列車に乗車して基地見学へ出発進行！

　　　　　　　　　　＜実施前に絵のデザインを送付していただきます。＞
※貸切列車乗車区間は千葉駅～動物公園駅となります。動物公園駅～車両基地

　は徒歩移動となります。

◆ヘッドマークアート作成に関しての注意事項

1． お客様が描かれたモノレールの絵を開催前にメールもしくは郵送にて送付していただきます。

　　　ヘッドマークの絵の送付方法は抽選当選後にご案内させていただきます。

2． 1 名様の絵の実際寸法は約８ｃｍ×８ｃｍの正方形となります。

　　　絵のサイズ、 及びヘッドマークの形状は変更になる場合がございます。

3． デザインについてはモノレールが描かれた絵に限定させていただきます。

4． 中学生以下のお客様のご参加人数により、 ヘッドマークアートではなくなる場合がございます。

　　　内容を変更 ・ 中止する場合がございますので、 あらかじめご了承ください。

5． 絵のデザインに対して一定の審査が入ります。 （公序良俗に反する表現など制限　）

②普段は立入禁止！車両基地内に潜入！

いつもは立ち入ることができない車両基地内を、社員の解

説付きで見学できます。モノレールの線路の中や床下など

普段は絶対に見ることのできない秘密を大公開します！

③大迫力！モノレール専用洗車機見学

モノレール専用の大型洗車機を車両が通過する場面を間近

でご覧いただきます。大量の水しぶきの中を通過するモノ

レールの姿は迫力満点！

④運転席 & 前面写真撮影

実際の運転席に座って運転士気分で写真撮影＆モノレール

の車両前面で写真撮影！車両基地見学の思い出をお持ち帰

りください。

※１：お客様所有のカメラ・スマートフォンなどをご持参ください。

※２：写真撮影はお客様ご自身で撮影いただきます。社員が撮影させていただくこ

　　　とも可能です。社員が撮影を行う際には、適宜消毒を行います。

　

開催日時：２０２１年１月１６日（土）・２月６日（土）

　　　　　　 午前の部 :　８：３０集合～１２：００解散

　　　　　　午後の部：１２：４０集合～１６：００解散　

集合場所：モノレール千葉駅２階コンコース（同場所解散）

登録番号：千葉県知事登録地域ー９６７号 /営業所住所：千葉市中央区新千葉１－１－１

・・・ＦＡＸ申込用紙・・・
FAX 番号：043-252-7244

１名：３，０００円（小児・幼児同額）

１５歳未満のお客様は保護者の同行を参加条件といたします。

１部：３０名（２日合計１２０名）

※一部の行程では、２班に分かれて行動していただきます。

※１グループ４名までのお申込みといたします。（未就学児を含みます。）

2020年１１月２５日（水）14:00～

     　１２月１７日（木）23:59まで（千葉駅窓口は 20時まで）

抽選制となっております！
①千葉モノレールホームページの申込フォームから
②下のFAX申込用紙にてファックスから
③モノちゃんトラベル窓口（千葉駅）から※営業時間10時～20時

申込期間

参加料金

保護者同伴

募集人数

申込方法

 当選者のみ１２月１８日（金）中にご連絡いたします。
・申込みにかかる費用（通信料・交通費等）は各自ご負担ください。販売終了後の場合でも
  運賃等の補償はいたしません。
・定員を超える申し込みがあった場合は、受付終了後に厳正なる抽選を行い、１２月１８日(金)
　中にご当選者様のみご連絡いたします。落選されたお客様はキャンセル待ちとさせていただ
　き、繰り上げ当選時にご連絡いたします。
　※繰り上げ当選時の参加辞退にはキャンセル料は発生いたしません※
・第２希望まで応募していただくことは可能ですが、ご当選はどちらかのみとなります。
・貸切列車の座席は全席指定となりますが、申込時に座席は選べません。
  お申込いただいたグループ毎に席割を決め、運行当日の受付時にご案内させていただきます。
　

参加までの流れ

参加費支払い方法

取消料

注意事項

①銀行振込（振込手数料はお客さま負担となります。)
②モノちゃんトラベル窓口（千葉駅）でお支払い（現金のみ）
※ご当選日から1週間以内の事前払いとなります※

■最少催行人数：各回:１０名
■旅行内容の変更、旅行の中止
①当社は天災地変・暴動、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令などの事由でパンフレット
の旅行日程どおりの実施が不可能なときは、当該旅行を中止するか、旅行日程を変更することがあります。
②最少催行人数に満たない時は旅行を中止する場合があります。その場合旅行開始の７日前までに連絡します。
■添乗員等
今回の旅行では添乗員は同行しませんが、社員が同乗します。
■特別保証
当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより、
お客様がその生命・身体又は手荷物等の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び
見舞金をお支払いします。
■その他・基準期日
この旅行条件は、２０２０年４月１日現在を基準としております。
■個人情報の取扱いについて
ご記入いただいた個人情報は本イベントのご案内のためのみに使用し、その他の目的には使用いたしません。
■ツアー参加時に関すること
①催行時の状況により、催行内容が一部変更となる場合がございます。
②安全確保のため、ツアー参加中は係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。
③車両基地内は砂利道、段差などの足元の悪い箇所が多くございますので、汚れても良い服装
　動きやすい履物（スニーカーなど）でご参加ください。
　また見学箇所の構造上、今回のツアーは車いすおよびベビーカーでのご参加はご遠慮いただきますよう
　お願い申し上げます。
④運転席写真撮影、また見学記録のため、カメラ・スマートフォン等をご持参ください。
⑤当社または報道機関による記録・広報等のため、ツアー中の写真撮影・録画・録音・オンライン配信等を行
　いますので、予めご了承ください。
　

代表者名

代表者名代表者名

ご希望日時
(いずれか1つに○)

１/16午前  ・  1/16午後

１/16午前  ・  1/16午後

2/6午前  ・  2/6午後 

2/6午前  ・  2/6午後   

（フリガナ）

第一希望

第二希望
希望しない

男・女　（　　　　才）

男・女　

男・女　

男・女　

ご住所

お電話番号

参加費支払い方法
(いずれか1つに○)

1.銀行振込
2.モノレール千葉駅でお支払い

ご参加人数 　　　　名様

ご同行者様氏名1 （　　　才）

ご同行者様氏名2 （　　　才）

ご同行者様氏名3 （　　　才）

メールアドレス

中学生以下お客様人数 　　　　名様

イベントをどこで知りましたか？

今後のモノレールイベントについて上記のメールアドレスに

ご案内してもよろしいでしょうか。 はい・いいえ

ヘッドマーク全体
ヘッドマーク
　 一部

絵を自由に

描いてください！

モノレールの

《 》 お申込み
参加費
支払い

当日　抽選発表 　当日案内
　【確定書面】送付　ご案内の送付



車両基地見学満喫ツアー＜２０２１冬篇＞

新型コロナウイルス感染予防対策について
＜ツアーに参加される際、以下の新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください！＞

◆旅行行程全体でお願いする感染予防対策

　①マスクの着用および咳エチケットの励行をお願いいたし

　　ます。

　②アルコール消毒の適宜実施をお願いいたします。

　　（貸切列車および車両基地内にアルコール消毒液を設置

　　いたします。）　　　　　　　　　　　　

　③間隔を空けた見学・着席や、場合によりお互いの会話を

　　控えて頂く等の留意をお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　④お客様全員の連絡先の提出をお願いいたします。

　　（運行前に連絡先名簿を提出していただきます。後日感

　　染が確認された場合、速やかに弊社にご連絡ください。）

◆見学時の感染予防対策

　□受付時

　①お客様全員のアルコール消毒および検温を実施いたします。

　　（37.5 度以上の場合、参加をご遠慮いただき、参加料を

　　返金させていただきます。）

　②お客様同士の密集を避けるため千葉駅改札前で行っていた

　　受付を今回より千葉駅 2 階エリアにて実施いたします。

　□貸切列車内

　①乗車人数の削減　　　乗車人数を３0 名（１５名 ×2 両）

　　　　　　　　　　　　に制限して催行いたします。

　

　②間隔を空けた着席　　全席指定席とし、参加グループ別

　　　　　　　　　　　　に 1 席ずつ間隔を空けて着席して

　　　　　　　　　　　　いただきます。

　

　③車両の常時換気　　　走行中において窓上部の開放、お

　　　　　　　　　　　　よび通過する駅での一時ドア開閉

　　　　　　　　　　　　などを行い換気を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

各所にアルコール
　 消毒液設置

非接触型体温計を使用した
　　　検温を実施

グループ間の席を使用不可
  お客様同士の距離を確保

窓上部を常時開放し
　 換気を行う。



＜ご協力よろしくお願いいたします！＞

□洗車機見学

　前方部分は小学生以下のお客様優先で見学をお願い

　いたします。

　大人のお客様は後方での見学をお願いいたします。

　約４０ｍの見学スペースがあるため、２ｍ間隔を

　確保しながら２列で見学をお願いいたします。

□車庫内見学（検修庫）

　①分散見学　　今回より見学グループを複数に分け

　　　　　　　　1 班１５名 ×2 班で見学場所を

　　　　　　　　ずらして移動します。

　②距離保持　　人数が少ないため、検修庫内につい

　　　　　　　　てもお客様同士の距離を保ちながら　　　

　　　　　　　　見学をお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆当社における対策

　①1 回の参加人数を３０名に制限いたします。

　②受付・貸切列車内・車両基地内にアルコール消毒

　　液を設置いたします。適宜消毒にご協力をお願い

　　いたします。

　③見学箇所・貸切列車の使用前後に、消毒を実施い

　　たします。

　④社員の体調管理の徹底、およびマスク着用・検温

　　を実施いたします。

◆接触確認アプリのインストールにご協力ください。

　厚生労働省が提供する新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールにご協力ください。

　感染者に接触した可能性がある場合に通知されます。

◆旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドラインについて

　当ツアーは、当社が加入する一般社団法人：全国旅行業協会が作成した「旅行業における新型コロ

　ナウイルス対応ガイドライン」の内容に準じて催行を行います。今後の感染状況の拡大により、

　催行を中止する場合もございますので、予めご了承ください。　

　

小児前方・大人後方で
　　 見学を実施

お客様同士の距離が確保できる
　 広めの場所を中心に見学

社員のマスク着用

Google Play App Store


