
2021 年 10 月 3 日

Grand Tour Musubi Japan
運営者・連携者一同

    心地よい秋風が吹き抜ける秋天の候、皆さまにはご清福のこととお慶び申し上げます。
    おかげさまで、関係各位のご協力のもと Grand Tour Musubi Japan 2021 を開催する運びとなりました。

共に旅づくりにご協力下さった皆さまに心から感謝申し上げます。
Grand Tour Musubi Japan は、未だ見ぬ美しい日本と地域の魅力を再発見する

クラシックカー＆プレステージカーツーリングです。
知見を深め本物や本質を極めようとする探求者層に、地域の独自性とユニークさ、土地を愛する人々との交流、

自然・景色・景観を堪能するルート、食・建築・美術・歴史文化などの楽しみと、上質な宿を結び、
ゆったりと洗練された旅をご提供いたします。

ご縁あって、GTMJ にご興味をお持ちくださいました皆さまに「美しい日本」をぜひ
ご一緒にお楽しみ頂けましたら、大変ありがたく光栄に存じます。

GTMJ 運営・連携者一同、皆さまにお会いできますことを心より楽しみに致しております。

10  企 画 ／  増田 恵美    主 催 ／ 株式会社 Musubi （茨城県知事旅行業登録２種６５６号）
      運 営 ／ Grand Tour Musubi Japan     監 修 ／ Liz Wenman  Rally Round Ltd.
      協 力 ／ 岡田 邦雄    特別協力 ／ WAKUI MUSEUM、Brescia、ブリストル研究所

2集合場所 パレスホテル東京　ボードルーム 19 階
                         (〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-1-1 |  TEL 03-3211-5211）

3集合時間 午前 8:00~ 受付・オリエンテーション
　　　　　　  午前 9:00~ スタート

4参加対象 国内外のクラシックカー＆プレステｲジカー愛好家（2021年は新型コロナ感染症対策を重視し日本国内に限定）

5参加資格 紳士、淑女の皆さま
　　　　　　  PCR 検査陰性証明のご提出（ツアーお申込者様へ PCR 検査キットをご送付予定 )

6参加車輌 Categories-1 Classic car 
                      　　　　 製造から 50 年経過した車輌。( 今年であれば、1971 年以前に製造された車輌 )
              Categories-2 Prestige car
                                                Rolls-Royce、Bentley 、Alvis 、Bristol 、Aston Martin、Audi 、Mercedes-Benz、BMW、
                                                Lancia、Maserati、Ferrari 、Alfa Romeo、Cadillac 、Lexus 、etc…

7募集台数 13 台 ドライバーと同乗者の２名で、１組となります。宿泊も２名で１室をご用意させていただきます。

8参  加  費   １組２名様 金 495,000 円（税込）

9お振込先 三井住友銀行 小山支店 (022) 普通口座 4438482　株式会社 Musubi ( カブシキカイシャムスビ )
                           ＊お振込手数料はお客様のご負担にてお願い申し上げます。
                           

～古河・那須・奥日光編～
お申込みのご案内

1行　　程     2021 年 11 月 14 日（日曜日）～16 日（火曜日）２泊 3 日
     スケジュール（予定）
      Day 1｜11 月 14 日（日曜日）パレスホテル東京 スタート～Wakui Museum～古河ヒストリックエリア～Art Biotop
      Day 2｜11 月 15 日（月曜日）Art Biotop ～ 那須高原ドライブルート～那須日光ドライブルート～中禅寺金谷ホテル
      Day 3｜11 月 16 日（火曜日）中禅寺金谷ホテル～奥日光ドライブルート
      ＊詳しいスケジュール内容は、お申込いただきました皆さまへご案内申し上げます。



■ 前　  泊     パレスホテル東京デラックスツイン / ダブルのお手配

14 ご協力依頼事項
  　[ 新型コロナ感染症対策 ]
       本年度は、下記の新型コロナ感染症対策ガイドラインを参照し、ツアーをデザイン致しております。
       ご参加にあたり、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
      １、  少人数・少数台数での国内参加者限定ツアーの実施
      ２、  PCR 検査陰性証明のご提出（ツアーお申込者様へ PCR 検査キットをご送付予定）
      ３、  ツアー受付時とツアー期間中の朝、出発時の検温と体調管理のご協力
      ４、  ツアー期間中のマスク着用と手指消毒の徹底
      ５、  観光・体験・飲食を伴う場所での換気と手指消毒のご理解・ご協力
      ６、  飲食を伴う場所での会話時、マスク着用のご協力
      ７、  緊急事態宣言に伴う公共施設の閉鎖の場合、代替案スケジュール変更へのご理解とご協力

     [ 新型コロナ感染症対策ガイドライン一覧（参照）]
         観光庁 GoToトラベル事業参加条件 令和２年8月28日 ｜ 厚生労働省「新しい生活様式」の実践例   令和2年6月19日
         日本旅行業協会　全国旅行業協会 ｜ 旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第２版）
         及び運用解説書Ｑ＆Ａ　令和2年7月1日 ｜ 予防ガイドライン 令和2年5月29日
         農のふれあい交流経営者協会  観光農園(収穫体験)における新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 第１版  令和2年9月15日
         アクティビティツアー連絡会 アクティビティツアー向け新型コロナウイルス対策ガイドライン 第１版  令和2年7月22日
         酒類業中央団体連絡協議会  酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大
         体験教室連絡会  体験教室向け新型コロナウイルス対策ガイドライン 第１版  令和2年7月22日
 

申込方法     別紙申込書に追加希望内容をご記入の上、お申込みください。

11 オプション（ご希望者のみ）

前泊をご希望のお客様へ　宿泊料を合算した参加費をお振込みくださいますようお願い申し上げます。

12 参加お申込の締切日 2021 年 10 月 30 日（土曜日）

13 参加お申込の流れ
　　１、下記の書類をメールにてお送りください。megumi@musubi-travel.jp 
　　　　□  エントリーフォーム
　　　　□  参加費 495,000 円（１組２名様）の振込明細のコピー  ※前泊ご利用の方は宿泊料金と合算した金額
　　　　□  参加車両のカラー写真１枚
　　　　□  参加車両のツアー期間中有効な車検証のコピー
　　　　□  参加車両のツアー期間中有効な自賠責保険証と任意保険証のコピー各１枚
　　　　      ＊メールでのお申込み方法以外にご郵送でも承ります。ご遠慮なくお問合せください。
　　　　　  　〒306-0024 茨城県古河市幸町 1-37 株式会社 Musubi 宛
　　２、お申込み頂きましたお客様へ、PCR 検査キット、オリエンテーション資料をご郵送致します。

　　　　　　　　　　       

(お振込合計 567,516 円）
（ お振込合計  562,597  円）

デラックスキングまたはツイン with バルコニー ( 45 ㎡ ) ２名利用 １部屋  金 72,516 円
デラックスキングまたはツイン with バルコニー ( 45 ㎡ ) １名利用 １部屋  金 67,597 円

お部屋タイプと特別料金　１泊朝食付き（税金・サービス料込）

日　  程    11 月 13 日（土曜日）前泊をご希望の方は、パレスホテル東京デラックスツイン/ダブルをお手配いたします。
ご利用人数、ツインまたはダブルをお選びいただきエントリーフォームにご記入ください。

お問い合わせ先    Grand Tour Musubi Japan  担当：増田 恵美 ( ますだ めぐみ )
　　　　　　　　　　　　　　　　　                   電話番号｜0280-33-3026  
　　　　　　　　　　　　　　　　　                   Mail | megumi@musubi-travel.jp


