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日　程

受付手順

開催日／令和元年10月2日(水)

①幕張メッセ国際会議場1階　大会受付にて
　大会参加証をお渡しの上、受付をお済ませください。
②ホテル直行クロークにて荷物をお預けください。（各ホテルまでお届けいたします）
　※但し、P12 に掲載のホテルへ宿泊をお申込みをいただいた方に限ります。
　※貴重品、大会に必要な資料等は、各自お持ちいただくようお願いいたします。
　※当日、会場でお引き取りになる場合は、日帰りクロークをご利用ください。
③コート、上着類のお預けをご希望の方は、日帰りクロークをご利用ください。
④会場へ入場の際は、大会参加証のご着用をお願いいたします。

第24回全国トラック運送事業者大会

大 会 概 要

■大会スケジュール

時　間 スケジュール 会　場

11:00～13:00 受付 1階国際会議場ロビー

11:00～12:00 正副会長会議 2階「201号室A」

13:00～13:20

全体会議
　①開会
　②全ト協会長挨拶
　③開催地ブロック協会長挨拶
　④分科会編成（2分科会）

2階「コンベンションホール」

13:30～14:50
第1分科会 2階「コンベンションホール」

第2分科会 2階「国際会議室」

15:00～16:00 記念講演会 2階「コンベンションホール」

16:10～17:00

全体会議（再開）
　①トラック輸送振興顕彰「鈴木賞」贈呈式
　②大会決議
　③来賓挨拶
　④祝電披露
　⑤次回大会開催地ブロック協会長挨拶
　⑥ガンバローコール
　⑦閉会

2階「コンベンションホール」

17:30～19:30 懇親会 東京ベイ幕張ホール2階「幕張ホール」

関東トラック協会
一般社団法人 東京都トラック協会

会　長　浅 井　隆

　このたび、「第24回全国トラック運送事業者大会」が関東ブロックの担当により、来る令和元年10
月２日(水)に千葉県千葉市で開催されることになりました。今回の会場である幕張メッセは、東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会で７競技が行われる場所でもあります。
　関東地方での開催は、平成13年の第６回東京大会、平成22年の第15回神奈川大会に続いて、今回
で３回目となります。
　全国のトラック運送事業者が一堂に会するこの大会が、平成８年の第１回大会から20年以上も継
続して開催されているのは、まさに生活（くらし）と経済のライフラインとして、安全で安心な輸
送サービスを提供するトラックの重要性とその存在意義を示すものといえます。
　現在、我が国では、様々な産業分野において「働き方改革」や「生産性の向上」が推進されてい
ますが、トラック運送業界は深刻な労働力不足や長時間労働抑制への対応が急務となるなど、依然
として厳しい経営環境に直面しています。本事業者大会がこうした物流における諸課題の解決の一
助となることを願ってやみません。
　さて、今回の事業者大会の舞台となる千葉県は、四方を海と川に囲まれた風光明媚な土地で、東
京湾アクアラインをはじめとした道路網によるアクセスも良く、また、日本の玄関口である成田国
際空港や貨物取扱量全国第２位の千葉港など、人や物の流れを生み出す拠点を有し、各種産業がバ
ランスよく発展しています。また、緑と水があふれる自然豊かな土地にはスポーツ・レジャー・観光・
リゾート地などが数多く存在しており、美味しいものがたくさんあります。
　大会翌日は、千葉県をはじめとした関東１都７県の名所旧跡を巡る観光や素晴らしい自然を生か
した戦略性に富むゴルフ場、アミューズメント施設などを、この機会にぜひ心行くまでご堪能いた
だければ幸いです。
　令和となって初の開催となる第24回千葉大会に全国各地より多くの皆様がご参加いただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年７月
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ご　挨　拶
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第24回全国トラック運送事業者大会

大会概要（会場案内）

会　場 幕張メッセ国際会議場
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1 TEL043-296-0001（代表）
受付／全体会議／分科会／記念講演会
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クローク

昼食会場

昼食会場

昼食会場

入口

総合受付（全体受付）
参加証等再発行ブース

全体会議
第1分科会
記念講演会

第2分科会

展示スペース
物産展コーナー

懇親会会場へ



第24回全国トラック運送事業者大会

会　場 東京ベイ幕張ホール

第24回全国トラック運送事業者大会

大会概要（懇親会会場）

〒261-0021 千葉市美浜区ひび野２-3
TEL043-296-1112（宴会専用）
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※懇親会会場(東京ベイ幕張ホール2階)には、国際展示場2階・連絡通路よりお越しください。

懇親会会場

国際会議場

幕張メッセ

東京ベイ幕張ホール



第24回全国トラック運送事業者大会

大会概要
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分　科　会

記念講演会

【時　間】　13:30～ 14:50
【会　場】　第1分科会　2階「コンベンションホール」

【会　場】　第2分科会　2階「国際会議室」

【テーマ】　健康管理の増進と交通事故防止対策の推進について

【時　　間】　15:00～ 16:00
【会　　場】　2階「コンベンションホール」
【講演題目】 廃線の危機からの脱出～いすみ鉄道の復活秘話～

鳥塚　亮氏

高柳　勝二氏
コーディネーター
株式会社プロデキューブ 代表取締役

【テーマ】　働き方改革の実現に向けた取引環境の改善について
小坂　真弘氏

コーディネーター
日本 PMI コンサルティング株式会社 代表取締役

1960年生まれ東京都出身。元ブリティッ
シュエアウエイズ旅客運航部長。2009年
に公募で千葉県のいすみ鉄道代表取締役
社長に就任。ムーミン列車、昭和の国鉄形
ディーゼルカー、訓練費用自己負担による自
社養成乗務員運転士の募集、レストラン列
車などをプロデュースし、いすみ鉄道を一躍
全国区にし、地方創生に貢献。2018年6月
いすみ鉄道社長を退任以降は、NPO法人

「おいしいローカル線をつくる会」理事長と
して、新しい鉄道の使い方と地域の再生を
全国に提案する活動をしている。

いすみ鉄道前社長
NPO 法人おいしい
ローカル線をつくる会理事長

※上記の通り、２つの分科会を予定しておりますので、いずれかの分科会を別紙の申込書にてお申込みください。

とり あきらづか



第24回全国トラック運送事業者大会

懇親会概要
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チアダンス　柏ゴールデンホークス
　柏ゴールデンホークス（Kashiwa Golden Hawks）は、1995
年代表オサギエ淑子により創設。千葉県柏市を拠点に小学生から社
会人の各年代別にチームを結成し、活動している。
　2008年チアダンス世界大会初出場、初優勝をかわきりに2010
年から9年連続世界大会に出場し、10個の部門で世界一・金メダル
を獲得。
　ICU世界チアリーディング選手権（国別対抗世界大会）では、日本
代表「Team JAPAN」として2014年から６年連続出場。
　今年4月に行われた、2019年世界選手権では、「Pom Doubles
部門」に出場し世界一 ・ ３連覇となった。

千葉の地酒・利き酒コーナー  ちばの清酒
　千葉県の酒造りは、古く江戸時代寛永年間（1600年代）に始ま
りました。
　江戸の人口増加とともに盛んになり、比較的温暖な気候でお酒
を造り上げる「製造技術」、江戸に集まる多様な肴に合わせた「個
性ある酒造り」を現在まで継承してきております。
　令和元年現在、県内では38蔵が、地元食材の旨味と調和した
伝統の酒の味を守りつつ、若手を中心に新しい味わいのお酒を個
性豊かに造り出しています。
　日本に四季があるように、清酒にも【時季のもの】が存在します。
秋のお勧めは夏越え熟成した『ひやおろし』。熟成によりまろやか

【時　間】　17:30～ 19:30
【会　場】　東京ベイ幕張ホール（2F「幕張ホール」）

懇親会MC

大角　茉里
（千葉テレビ放送アナウンサー）

な口当たり、深みの増した旨味、落ち着いた香りが秋の味覚を惹き立てます。冷やは勿論、ぬるめのお燗でじっくり
味わうのも、この時期ならではの楽しみ方です。
　フルーティな香りと優しい甘さの吟醸酒、しっかりした米の旨味と厚みのある味わいの純米酒、白ワインのように
酸味を活かした酒、じっくりと熟成させて穏やかさを引き出した熟成酒、しぼりたての風味を活かした直汲み、もろ
みの味と醗酵由来の炭酸ガスが個性的なにごり酒･･･様々な【ちばの清酒】をお楽しみください。

懇親会のプログラム 17：30～19：30

開宴
歓迎挨拶
乾杯
ご歓談
アトラクション：チアダンス
閉宴

アトラクションのご紹介

おおすみ ま　 り



第24回全国トラック運送事業者大会

会場までのアクセス

JR東京駅をご利用の場合

東京駅新幹線ホームから京葉線への乗り換えは、「南乗り換え口」のご利用をお勧めいたします。
乗り換え標準時間は、約20分となります。

羽田空港をご利用の場合

バス乗り場
羽田空港　第1ターミナル……1階到着ロビー「13番」
羽田空港　第2ターミナル……1階到着ロビー「13番」

成田空港をご利用の場合

バス乗り場
成田空港　第1ターミナル……1階到着ロビー「5番」
成田空港　第2ターミナル……1階到着ロビー「12番」
成田空港　第3ターミナル……1階専用バス乗り場「6番」※バス乗り場までは徒歩約5分

京葉線経由

総武快速線経由（幕張本郷駅～路線バス）

東京駅 海浜幕張駅

JR京葉線快速
30分

高速バス直行便

羽田空港 幕張メッセ中央

幕張メッセ中央
または海浜幕張駅(北口）

40分

東京駅 幕張本郷駅 幕張メッセ中央津田沼駅

JR総武線快速 京成バスJR総武線
27分 3分 15分

高速バス

高速バス直行便

成田空港
30～40分
高速バス

※幕張メッセ中央行きバス
以外は、海浜幕張駅または
タウンセンターで下車
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第24回全国トラック運送事業者大会

会場までのアクセス

アクセスマップ

国際会議場まで
徒歩約7分

海浜幕張駅（北口）
高速バス降車場

海浜幕張駅（北口）
高速バス乗車場

タウンセンター
バス停

駅前ロータリー

東京駅から
JR京葉線- 海浜幕張駅（東京駅から約30分）から徒歩約7分
JR総武線- 幕張本郷駅（東京駅から約30分）から

「幕張メッセ中央」行きバスで約15分
羽田空港から
高速バスで幕張メッセ中央へ（約40分）
成田空港から
高速バスで幕張メッセ中央または海浜幕張駅（北口）へ（約30分～40分）

■公共の交通機関でお越しの場合
東京都心・羽田空港から約40分
湾岸習志野I.C.（東関東自動車道）
または幕張I.C.（京葉道路）から約5分

■お車でお越しの場合

幕張メッセ中央
バスロータリー
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※JR海浜幕張駅から徒歩の際は、2階歩道を通りお越しください
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募集事項

参加費用
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①会議・懇親会に参加の方……参加費　お一人様　30,000円
※但し、懇親会に参加されず会議のみに参加される場合は、お一人様　15,000円
※参加費は、大会事務局の依頼により株式会社JTB千葉支店が代行収受いたします。

②宿泊プラン　P10～P12をご参照ください。　③大会当日の昼食お弁当　P13をご参照くだください。

④観光プラン　P13～P15をご参照ください。　⑤ゴルフプラン　P16をご参照ください。

申込方法

取消方法

①お申込み手続の流れ
各都道府県トラック協会にて、大会参加・宿泊プラン・昼食弁当・観光プラン・ゴルフプランのご希望を別紙
申込書に取りまとめの上、E-mail又はFAXにてお申込みください。

お申し込み後、9月9日(月)頃、各都道府県トラック協会宛に大会参加証および各種確認書面・請求書を郵送いたします。

株式会社JTB千葉支店　「第24回全国トラック運送事業者大会」受付デスク
〒260-0015 千葉市中央区富士見2-15-11 日本生命千葉富士見ビル4階　TEL.043‐201-6335

［営業時間］午前９時30分～午後５時30分（土・日・祝日休業）　総合旅行業務取扱管理者　河村　謙介
　総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。
　この旅行契約に関し担当者からの説明でご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

②お申込み先・お問い合わせ先

③お申込み締切……令和元年８月９日(金)
④大会参加証・各種確認書面・請求書の送付

9月19日(木)までに、協会ごとに取りまとめの上、お振込にてお支払いください。

上記の受付デスクまでメールまたはFAXにてご連絡ください。取消に伴う取消料は以下の通り申し受けます。
①、②、③はお一人様あたり、④は１個あたりの取消料となります。

⑤参加費等のお支払い

①大会参加の取消

②有料観光プラン（Cコース、Dコース、Eコース）・ゴルフプランの変更・取消

　E-mail：chiba-ec24@jtb.com FAX：043-224-5510

9月1日(日)までの取消
全額返金

9月14日(土)までの取消
半額返金

④お弁当
9月18日(水)までの取消

無料
9月19日(木)以降の取消

弁当代金の100％

9月15日(日)以降の取消
返金不可

旅行開始日の
8日前まで

無料

旅行開始日の
7日～2日前の解除
旅行代金の30％

旅行開始日の
前日の解除

旅行代金の40％

旅行開始日の
当日の解除※右記除く

旅行代金の50％

旅行開始後、
無連絡（不参加）

旅行代金の100％

③宿泊・有料観光プラン（Fコース、Gコース）の変更・取消
旅行開始日の
21日前まで

無料

旅行開始日の
20日～8日前まで
旅行代金の20％

旅行開始日の
7日前～2日前の解除
旅行代金の30％

旅行開始日の
前日の解除

旅行代金の40％

旅行開始日の
当日の解除※右記除く
旅行代金の50％

旅行開始後、
無連絡（不参加）

旅行代金の100％



第24回全国トラック運送事業者大会

宿泊プラン
（JTBとの募集型企画旅行契約となります）
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■ご宿泊プラン設定日：令和元年10月1日(火)・2日(水)

■旅行代金：

■設定ホテル

　本大会ご参加者用に下記ホテルの宿泊プランをご用意しております。旅行条件書(要約)をご確認の上、
ぜひお申込みください。

※ご希望は先着順にて承ります。（第３希望まで必ずご記入ください。）
※禁煙、喫煙のご希望は申込書にご記入ください。ご希望に添いかねる場合がございますので、予めご了承
　ください。
※ホテルの客室は、バス・トイレ付です。
※添乗員は同行いたしません。お申込後にお送りする宿泊確認書を宿泊施設フロントにてお渡しください。
※大会オリジナルプランのため、朝食が不要の場合でもご返金はできません。個人勘定及びこれに伴うサービ
　ス料と諸税は各自ご清算をお願いいたします。
※ご返金が発生した場合は、大会終了後、株式会社JTB千葉支店よりご返金の連絡をいたします。

1泊朝食付・税金・サービス料込　　大人お一人様あたりの金額（単位：円）
最少催行人員：1名様

〈日程表〉

■S…ホテルニューオータニ幕張、ホテルザ・マンハッタン

■A…ホテルフランクス、ホテルグリーンタワー幕張、ホテルスプリングス幕張

■B…アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉 ※ツイン１名１室利用のご指定はできません。

■C…メイプルイン幕張

■D…ファミー INN幕張

ホテル区分 シングル1名1室利用 ツイン2名1室利用 ツイン1名1室利用

S － 15,000円 22,000円
A 14,000円 13,000円 20,000円
B 13,500円 10,500円 －

C 10,500円   9,500円 12,500円
D   9,500円   7,500円 10,500円

日次 行　　　　　程 食　事　条　件
１ ご自宅または前泊地、または各地→（各自移動、お客様負担） →各宿泊施設（幕張）朝食：×　昼食：×　夕食：×
２ 各宿泊施設（幕張）→（各自移動、お客様負担）→ご自宅または次泊地、または各地 朝食：○　昼食：×　夕食：×



第24回全国トラック運送事業者大会

宿泊プラン MAP
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第24回全国トラック運送事業者大会

宿泊プラン

1 ホテルニューオータニ幕張

【交通】JR海浜幕張駅徒歩5分
【TEL】043-297-7777

幕張メッセに隣接し、上質な寛ぎ
の空間が広がる「心のリゾート」で
す。成田空港、羽田空港からはリ
ムジンバスでアクセス良好。
東京ディズニーリゾート間のシャト
ルバス（予約制）を運行していま
す。駐車場は宿泊者無料です。

2 ホテルザ・マンハッタン

【交通】JR海浜幕張駅徒歩4分
【TEL】043-275-1111

幕張新都心の一角に佇む瀟洒なホ
テル。館内に一歩足を踏み入れる
と、そこは非日常の世界が広がり
ます。130室の「スモールラグジュ
アリーホテル」ならではの気配りと
サービスでお客様をおもてなしし
ます。

3 ホテルフランクス

【交通】JR海浜幕張駅徒歩3分
【TEL】043-296-2111

ヨーロッパのプチホテルのような
プライベート感覚と、きめ細かい
サービスに最新の機能と感性を融
合させ、個性的なレストランのほ
か、宿泊者専用ラウンジを備え、
ゆったりとした寛ぎの空間をご提
供いたします。

4 ホテルグリーンタワー幕張

【交通】JR海浜幕張駅徒歩3分
【TEL】043-296-1122

幕張新都心の中心にひときわ高く美しい
フォルムを描く開かれたコミュニティプラ
ザ、ホテルグリーンタワー幕張。日本の
食文化が楽しめるレストランなどそのす
べてが気品とオリジナリティに満ちた快
適空間。「おもてなしの心」を何よりも大
切に内外のお客様をお迎えいたします。

5 ホテルスプリングス幕張

【交通】JR海浜幕張駅徒歩2分
【TEL】043-296-3111

“心豊かな感動を大切にするおも
てなし”をモットーに、心温まる
サービスが受けられる都市型リ
ゾートホテル。
アーバンリゾートならではの彩り
豊かなホテルライフが満喫できま
す。

6 アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉

【交通】JR海浜幕張駅徒歩7分
【TEL】043-296-1111

7 メイプルイン幕張

【交通】JR幕張本郷駅徒歩3分
【TEL】043-275-8111

海浜幕張・幕張メッセへはバスで1
本。東京ディズニーリゾートへは
車・電車で30分。ホテル敷地内に
は24Hコンビニがあり便利です。
無料Wi-F i完備。選べるアメニ
ティ・加湿空気清浄機も好評です。

8 ファミーＩＮＮ幕張

【交通】JR幕張本郷駅徒歩7分
【TEL】043-271-5555

ホテル単体として日本一の高さを
誇る幕張新都心のランドマーク。
東京スカイツリーや、天候の良い
日は富士山が望め、記憶に残るご
旅行をお約束します。

幕張メッセの近隣に位置しビジネス
の活動拠点、またはレジャーの中継
点としてご利用いただけます。ご宿
泊者は無料にて利用できる展望大
浴場（現在男性のみ）もあり“今日の
疲れは今日のうちに”をテーマとし
ております。

Sクラス Sクラス

Aクラス

Aクラス

Aクラス

Bクラス

Cクラス Dクラス
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第24回全国トラック運送事業者大会

お弁当/無料観光プラン
（同伴者用）

昼食お弁当

大会開催前の昼食用として、左記のお弁当を
ご用意できます。ご希望のお客様は、お申込
書にご記入ください。

《受け渡し場所》
幕張メッセ　国際会議場3階301・302・303
10月2日（水）11:15～12:45の間に
お受け取りください。

お弁当（お茶付き）1,500円（税込）

※写真はイメージです。
弁当のお手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより9ページの取消料を適用させていただきます。

日帰りコース（同伴者用）《大会当日》 ◎：入場観光　　○：下車観光
記入例／バス＝

Aコース 北総の小江戸・佐原と香取神宮コース
日　次 行　　程

10/2(水) 国際会議場＝＝○小江戸・佐原＝＝○香取神宮＝＝国際会議場

■費用／0円(無料)　■食事条件／朝食0回、昼食0回、夕食0回
■最少催行人員／10名　■定員／40名　■添乗員／全行程同行いたします

13:00 　   14:00　　　15:00    　15:15   16:00       17:00

★香取神宮  

香取市を縦に流れる小野川の流域は、江戸時代の町並みが今なお残る「北総の
小江戸」として有名な地域です。利根川が物資の主な運輸網だったため、分流の
小野川周辺は河港となり、旅館や商店が立ち並んでいました。川べりには重厚な
木造建築が軒を連ねており、昔の繁栄ぶりをうかがうことができます。

天孫降臨のとき国譲りを話しあった経津主命を祀り、武神として崇敬厚い神社。
国宝の海獣葡萄鏡があり、本殿・樓門は国重要文化財です。

★佐原

Bコース 成田山新勝寺と酒蔵見学コース
日　次 行　　程

10/2(水) 国際会議場＝＝○成田山新勝寺＝＝◎飯沼本家（酒蔵見学）＝＝国際会議場

■費用／0円(無料)　■食事条件／朝食0回、昼食0回、夕食0回
■最少催行人員／10名　■定員／40名　■添乗員／全行程同行いたします

13:00      13:45　　　　14:45       15:30 　           　　　 16:15       17:00

★飯沼本家  

新勝寺は成田のお不動様として親しまれ、歌舞伎の成田屋・市川團十郎丈、海老蔵丈など多くの人々が江
戸の昔から参詣する霊場です。寛朝大僧正が天慶3年（940年）に開山した真言宗智山派の大本山です。
本尊の不動明王は、平安時代、嶬峨天皇の勅願により弘法大師が一刀三礼、敬慮な祈りを込めて彫り開眼
しました。朝夕に天下泰平・五穀豊穣・万民豊楽の護摩法を修せられた霊験あらたかなご尊像です。朱雀天皇
の天慶2年（939年）、平将門の乱平定の為、寛朝大僧正によって当地に還座、成田山が開山されました。
千葉県酒々井町にある300年つづく日本酒の蔵元です。伝統の清酒「甲子正宗
（きのえねまさむね）」を醸造。

★成田山
　新勝寺

佐原の街並み（イメージ）

成田山新勝寺（イメージ）
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第24回全国トラック運送事業者大会

有料観光プラン
（JTBとの募集型企画旅行契約となります）

日帰りコース《大会翌日》 ◎：入場観光　　○：下車観光
記入例／バス＝

Cコース 東京ディズニーリゾートコース
日　次

10/3(木)

■出発日／10月3日(木)　■食事条件／朝食0回、昼食0回、夕食0回
■最少催行人員／25名　■定員／40名　■添乗員／同行いたしません　■旅行代金／大人お一人様

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーの１デーパスポート付です。往路は専用バスの送迎付 ！ 
お好きな時間までたっぷりとお楽しみいただき、復路は各自でご移動ください。

★東京スカイ
　ツリー  

日本古来の技と最新技術に支えられた、新しい街のシンボルです。
東京スカイツリーは、空に向かって伸びる大きな木をイメージしています。シ
ルエットは、伝統的日本建築などにみられる「そり」や「むくり」を意識し、大
きな木の下に、人々が集い、心を寄せ合う様子を表しています。

★浅草寺 東京の名所で大提灯、仲見世が江戸情緒を伝えます。現本堂は昭和33
年再建の鉄筋コンクリート造りとなり、浅草名所七福神です。

★豊洲市場 築地市場から移転して誕生した豊洲市場。見学ギャラリーや展示コーナー
が豊富です。人気老舗39店が築地市場内から移転し、営業しています。

行　　程

Eコース 東京スカイツリーと浅草、豊洲市場コース
日　次

10/3(木) 海浜幕張ホテル周辺=◎東京スカイツリー=○浅草（浅草寺・仲見世通り）＝築地（昼食）＝○豊洲市場＝羽田空港＝東京駅

■出発日／10月3日(木)　■食事条件／朝食0回、昼食1回、夕食0回
■最少催行人員／25名　■定員／40名　■添乗員／全行程同行いたします　■旅行代金／大人お一人様

8:45   9:30                  11:30   11:45                                 12:45   13:00   14:00    14:15  15:15   15:45           16:30

行　　程

★記念艦・
　三笠

三笠は、明治35年（1902年）にイギリスで建造された戦艦です。
日露戦争では東郷平八郎司令長官が乗艦する連合艦隊の旗艦として
大活躍しました。

★横須賀軍港
　クルーズ

アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近で見ることができる、日本で
唯一のクルージングツアーです。

★横浜
　中華街

世界最大級の規模を誇る横浜中華街には、600軒以上の店が
ひしめいています。

Dコース 横須賀軍港クルーズと横浜中華街コース
日　次

10/3(木)

■出発日／10月3日(木)　■食事条件／朝食0回、昼食1回、夕食0回
■最少催行人員／25名　■定員／40名　■添乗員／全行程同行いたします　■旅行代金／大人お一人様

行　　程

10,000円

15,000円

15,000円

海浜幕張ホテル周辺==◎東京ディズニーリゾート（入場後、解散）
8:30      9:00

14

海浜幕張ホテル周辺=◎記念艦・三笠=横須賀軍港クルーズ=横浜中華街（昼食・散策）=羽田空港=東京駅
8:00    9:45           10:30   10:40【11:00～11:50】12:00    13:00                         15:00    15:45           16:30

横浜中華街（イメージ）

浅草寺 ・ 雷門（イメージ）



1泊2日コース《大会翌日出発》 ◎：入場観光　　○：下車観光
記入例／バス＝　　徒歩…　　船～

Fコース 房総満喫コース
日　次 行　　程

10/3(木) 海浜幕張ホテル周辺＝◎鋸山（大仏広場など）＝ばんや（昼食）＝○大山千枚田＝◎誕生寺＝鴨川（泊）

10/4(金) ホテル＝○濃溝の滝＝○養老渓谷＝小湊鐡道トロッコ列車＝木更津（昼食）＝羽田空港＝東京駅

■出発日／10月3日(木)　■食事条件／朝食1回、昼食2回、夕食1回
■最少催行人員／25名　■定員／40名　■宿泊：鴨川グランドホテル　■添乗員／全行程同行いたします
■旅行代金／大人お一人様 ３６，０００円(和室5名、4名1室利用)

9:00   10:15                           11:45    12:00        13:00    13:30          13:50   14:30 15:30   16:00

  8:30    8:50         9:40    10:15     11:15             【11:36～12:08】            13:00          14:00    14:45              15:30

★大山千枚田  地元農家が代々守ってきた昔ながらの棚田の風景を見学できます。秋には黄金色の稲
穂が風にそよぐ光景は日本棚田１００選に選ばれる見事なもので、訪れる人々の目を楽し
ませてくれます。

★濃溝の滝 清水渓流広場（濃溝の滝・亀岩の洞窟）は、洞窟に差し込む朝日がスポットライトのように
岩肌と川面を照らし、ハートの形を作り出す幻想的なスポットとして、インターネットを中心
に多数のメディアで注目されています。

★小湊鐡道 房総里山トロッコは窓ガラスのないオープンタイプの車両で開放感抜群！五感で里山を
お楽しみいただけます。

★養老渓谷 弘文洞跡をはじめ養老八景の景勝にめぐまれた渓谷です。

★誕生寺 日蓮聖人降誕の地を記念して建立されたお寺で、日蓮宗の大本山です。

鋸山は南房総国定公園に指定されており、風光明媚。鋸山の山頂展望台からの眺め
は、遠くに富士山、天城山、伊豆大島、近くに三浦半島、横浜の高層ビル群、東京湾を
一目で眺めることができます。

★鋸山

Gコース 鎌倉・江の島と箱根コース
日　次 行　　程

10/3(木) 海浜幕張ホテル周辺＝○鶴岡八幡宮＝◎鎌倉大仏＝鎌倉（昼食）＝○江の島＝箱根湯本（泊）

10/4(金) ホテル=◎箱根関所…箱根関所跡港～芦ノ湖遊覧船～元箱根港～芦ノ湖（昼食）＝小田原鈴廣（買物）＝羽田空港＝東京駅

■出発日／10月3日(木)　■食事条件／朝食1回、昼食2回、夕食1回
■最少催行人員／25名　■定員／40名　■宿泊：ホテルおくゆもと　■添乗員／全行程同行いたします
■旅行代金／大人お一人様 ３８，０００円(和室5名、4名1室利用)

8:30    10:00             11:30    11:50         12:30    12:45        13:45     14:15  15:00    16:30

9:00    9:30     10:30                             【10:50～11:15】                      11:30      12:30    13:00                13:45    15:45           16:30

★鎌倉大仏 鎌倉大仏の名で親しまれている。大仏の高さは11.31m、重量約121ｔあり、現在の金鋼仏は
1252年（建長4年）に鋳造が始められ、仏像としては鎌倉で唯一の国宝に指定されています。

★箱根関所 江戸時代交通史の重要な遺跡、箱根関所。付近には御番所が復元され，等身大の人
形が当時の風俗風習を伝えます。

★芦ノ湖遊覧船 双胴船は優れた安定性と船体2隻分の広さで揺れも少なく快適で安心して乗船でき、展
望甲板からは視界360度の眺望、船内からも大きな窓からゆっくりと景色をお楽しみいた
だけます。

★江の島 江戸時代から旅人を楽しませてきた景勝地・江の島。
史跡や絶景スポット、パワースポット、グルメ、ショッピングなど楽しさ満載です。

1063年（康平6年）源頼義が奥州を平定して鎌倉に帰り、源氏の氏神として出陣に際し
てご加護を祈願した京都の石清水八幡宮を由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりです。

★鶴岡八幡宮

第24回全国トラック運送事業者大会

有料観光プラン
（JTBとの募集型企画旅行契約となります）

大人お一人様３９，０００円（和室3名1室利用）
大人お一人様４４，０００円（和室2名1室利用）

大人お一人様４０，０００円（和室3名1室利用）
大人お一人様４５，０００円（和室2名1室利用）
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大山千枚田（イメージ）

濃溝の滝（イメージ）

鶴岡八幡宮（イメージ）

芦ノ湖遊覧船（イメージ）



麻倉ゴルフ倶楽部

第24回全国トラック運送事業者大会

有料ゴルフプラン
（JTBとの募集型企画旅行契約となります）

日帰り・ゴルフコース（送迎付） 記入例／バス＝

H-1 京葉カントリー倶楽部

日　次 行　　程

10/3(木) 海浜幕張ホテル周辺==ゴルフ１Rプレイ==JR東京駅・羽田空港

■出発日／10月3日(木)　■最少催行人員／20名　■定員／24名
■添乗員／全行程同行いたします

■出発日／10月3日(木)　■最少催行人員／20名　■定員／24名
■添乗員／全行程同行いたします

■旅行代金／大人お一人様 ２７，０００円

6:00～7:00　    7:30～8:30スタート      15:30～17:00

松林にセパレートされ、適度なアップダウンを有する18ホール。
閑静で落ち着いたクラブハウス。クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメントを始め、数々のドラ
マを生み出した50年の歴史を刻む倶楽部です。

H-2

■旅行代金／大人お一人様 ３１，０００円

下総の豊潤な自然に抱かれた好立地に展開する18ホールはいずれも高低差の少ない地形と
林間の特徴を活かしたコース設計で、難易度と戦略性を兼ね備えました。18ホール、7000ヤード
を超える距離を誇り、250ヤードを超えるドライビングレンジ、アプローチの練習場を備え、公式トー
ナメントの開催にも対応できる、本格的なチャンピオンコースです。

送迎代・ゴルフ代（グリーンフィー・キャディフィー・カートフィー）・その他諸費用を含む
※食事条件／朝食0回、昼食0回、夕食0回
※セルフの場合も料金は同額となります。
※各ゴルフ場へのお申込みは先着順になります。満員の場合はご希望に沿えない場合もございます。

利用バス会社（Aコース～H-2コース）：東都観光バス

表紙の各観光地のご案内
養老渓谷（粟又の滝）

養老渓谷の上流にあり、養老渓谷随一の景観を誇る粟又の滝は、
落差 30m、長さ 100m に渡り水しぶきをあげて流れ落ちる様子
は豪快そのもので、一見の価値があります。また、粟又の滝自然
遊歩道は、四季折々にその姿を変え粟又の滝から岩ツツジで知ら
れる小沢又の水月寺のある下流までの養老川沿いに設けられた
2km の遊歩道です。道脇に点在する大小の滝、垂直に迫る断崖、
川面を覆うモミジの景観の中、清流のせせらぎや小鳥のさえずり
を聞きながら散策をお楽しみいただけます。

大山千枚田
鴨川大山千枚田は、鴨川市街より西へ狭く長い長狭平野のある大
山のふもとにあります。 東京より一番近い棚田の里と知られ、
3.2ha に 375 枚を数える棚田は階段状に並び、日本の原風景とも
いえる素晴らしい田園風景が広がり、「日本の棚田百選」に選ばれ
ております。心の安らぎを求める多くの人が訪れ、現在は「オーナー
制度」を導入し、景観保全とともに都市農民に農業体験の場を提
供しています。

海ほたる
千葉県木更津市と神奈川県川崎市を結ぶ東京湾アクアライン上に
ある海上パーキングエリアです。360℃を海に囲まれた全長 650
ｍの島（木更津人工島）に建設されました。5 階建てで構成され
ており、1 階から 3 階までが駐車場、4 階・5 階が営業施設となっ
ています。ここでしか観ることのできない東京湾の 360℃のパノ
ラマビューと売店、レストランを備えた、海に浮かぶショッピン
グモールです。

佐原の町並み
「お江戸見たけりゃ佐原へござれ　佐原本町江戸まさり」と戯歌に
唄われるほど隆盛を極めた商都の面影が残る「北総の小江戸」佐
原の町並み。人々は、江戸の文化を取り入れ、更にそれを独自の
文化に昇華していました。その面影を残す町並みが小野川沿岸や
香取街道に今でも残っています。このような歴史景観をよく残し、
またそれを活かしたまちづくりに取り組んでいることが認められ、
平成 8 年 12 月、関東で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」（重
伝建）に選定されました。
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京葉カントリー倶楽部（イメージ）

麻倉ゴルフ倶楽部（イメージ）



　お申込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいた
だき、事前に内容をご確認の上お申込みください。
●募集型企画旅行契約
　この旅行は（株）JTB千葉支店（千葉県千葉市中央区富士見
2-15-11日本生命千葉富士見ビル4階  観光庁長官登録旅行業第
64号。以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、
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。）を締結することになります。また、
旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全
文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当
社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申込み及び契約成立時期

⑴　所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を
添えてお申込みください。お申込金は、旅行代金お支払い
の際差し引かせていただきます。

⑵　電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込み
の場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して
３日以内に申込書の提出と申込金のお支払をしていただき
ます。

⑶　旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領
したときに成立するものとします。

⑷　お申込金（お一人）旅行代金全額
●旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあた
る日より前（お申込みが間際の場合は当社が指定する期日まで
に）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社の
カード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消
料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場
合のカード利用日は、お客様からお申出がない限り、お客様の
承諾日といたします。
●取消料
　旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるとき
は、募集要項記載の取消料を収受いたします。
●旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限り
エコノミークラス）、宿泊費、食事代、入場料・拝観料、及び
消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用
されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含
まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

　当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」
といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等
の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を
条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で
異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合が
あります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により
異なります。）

⑴　契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承
諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾通知を利用する
場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。ま
たお申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を通知
していただきます。

⑵　与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードで
のお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規
定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社
が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払い
をいただいた場合はこの限りではありません。

●国内旅行保険への加入について
　旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等
がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害
賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これ
らの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、
お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧め
いたします。詳細については、お問合せください。
●事故等のお申出について
　旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに現地係員・運送・
宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知
ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情
がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について

⑴　当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等
に記載された個人情報について、お客様との連絡のために
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、当社の旅行契約上の責任、事故時の
費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅
行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必
要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅
程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品
店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗され
る航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付
することにより提供いたします。

⑵　当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合
に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺い
しています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場
合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に
使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情
報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の
同意を得るものとします。

⑶　その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全
文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社
の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。

　株式会社JTB お客様相談室
　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11　
　https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
●旅行条件・旅行代金の基準
　この旅行条件は2019年6月3日を基準としております。又、
旅行代金は2019年6月3日現在の有効な運賃・規則を基準とし
て算出しています。当社はいかなる場合も
旅行の再実施はいたしません。

ご旅行条件（要約）

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第64号

（一社)日本旅行業協会正会員
〒260-0015　千葉市中央区富士見2-15-11 日本生命千葉富士見ビル4階
株式会社 JTB　千葉支店

●観光プラン（Cコース、Dコース、Eコース）、ゴルフコース

●宿泊・観光プラン（Fコース、Gコース）
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契約解除の日

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

無料

 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の

契約解除の日

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

日目にあたる日以前の解除 無料

旅行代金の

日目にあたる日以前の解除

旅行開始日の前日の解除

当日の解除

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の

E1906024
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羽田空港および成田空港からの高速バス時刻表

【羽田空港をご利用の場合】

【成田空港をご利用の場合】

《復路》

全国より参加の皆様に羽田空港および成田空港を基準とする高速バス発着時間のご案内を申し上げます｡
大会開催期間に合わせまして、時間帯を抜粋しまして下記の通りご紹介させていただきます｡
道路事情により延着する場合がありますので、時間に余裕をもってご利用ください。
●時刻の一例（6月1日現在）※今後､ダイヤ変更の可能性があります。

羽田空港　第2ターミナル 発 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40
羽田空港　第1ターミナル 発 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45
海浜幕張駅(北口) 着 9:55 10:21 10:55 11:21 11:55 12:21

幕張メッセ中央 着 9:58 10:24 10:58 11:24 11:58 12:24

成田空港　第3ターミナル 発 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45
成田空港　第2ターミナル 発 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50
成田空港　第1ターミナル 発 9:15 9:55 10:35 11:15 11:55
海浜幕張駅(北口) 着 9:53 10:37 11:13 11:57 12:33
幕張メッセ中央 着 － 10:55 － 12:15 －

《復路》

《往路》

《往路》

海浜幕張駅(北口) 発 5:13 5:40 6:10 6:30 6:50 7:36 7:53
羽田空港　第2ターミナル 着 5:50 6:17 6:50 7:17 7:37 8:23 8:40
羽田空港　第1ターミナル 着 5:55 6:22 6:55 7:22 7:42 8:28 8:45

海浜幕張駅(北口) 発 8:25 9:28 10:00 10:35 10:55 11:43 11:55
羽田空港　第2ターミナル 着 9:07 10:10 10:42 11:17 11:37 12:25 12:37
羽田空港　第1ターミナル 着 9:12 10:15 10:47 11:22 11:42 12:30 12:42

海浜幕張駅(北口) 発 5:37 6:25 6:57 7:12 7:32 7:42 7:45
成田空港　第3ターミナル 着 6:14 7:02 7:34 7:49 8:09 8:19 8:22
成田空港　第2ターミナル 着 6:17 7:05 7:37 7:52 8:12 8:22 8:25
成田空港　第1ターミナル 着 6:22 7:10 7:42 7:57 8:17 8:27 8:30

海浜幕張駅(北口) 発 8:07 8:55 9:15 9:55 10:15 11:00 11:35
成田空港　第3ターミナル 着 8:44 9:32 9:52 10:32 10:52 11:37 12:12
成田空港　第2ターミナル 着 8:47 9:35 9:55 10:35 10:55 11:40 12:15
成田空港　第1ターミナル 着 8:52 9:40 10:00 10:40 11:00 11:45 12:20



一、貨物自動車運送事業法の改正作業に係る適切な対応を図ろう

一、長時間労働の是正を図るため生産性の向上や取引環境の改善等「働き方改革」
　　の実現に向けた対策の推進を図ろう

一、標準貨物自動車運送約款の浸透等による適正な運賃・料金の収受を推進しよう

一、人材確保対策を積極的に推進しよう

一、交通及び労災事故の防止及び環境・省エネ対策を積極的に推進しよう

一、高速道路通行料金の大口・多頻度割引制度を堅持し更なる割引制度の充実
　　及び高速道路の積極的な活用に向けた諸対策を実現しよう

一、新技術を活用した物流の効率化等を推進しよう

一、自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現並びに消費税の増税に係る円滑な転嫁を
　　促進しよう

一、適正化事業の推進による法令遵守を徹底しよう

一、大規模災害発生時における緊急輸送体制を確立しよう

第24回全国トラック運送事業者大会

スローガン
令和元年
2019


