
旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。共通のご案内 途中駅からご乗車のお客様はお申し出ください。ご乗車いただくまでの経費はお客様のご負担となります。3月のダイヤ改正に伴い、列車名や発着時間、発着駅が変更になる場合がございます。

※おとなび会員様、JR西日本ジパング俱楽部会員様およびその同行者の方のみご参加いただけます。

白米千枚田白米千枚田輪島朝市輪島朝市

雨晴海岸雨晴海岸

千里浜なぎさドライブウェイ千里浜なぎさドライブウェイ

２日間で奥能
登まで！！

金沢フリータイムと
能登絶景スポットめぐり 2日間

DM-01-1
問合せ番号 博多フリータイムと

由布院・宇佐神宮 2日間
DM01-02
問合せ番号

ヴィアイン金沢
●シングルバス・トイレ付
●朝食：提携レストラン（和食又は洋食セット）
※食事内容は選べません。

宿泊　金沢［石川県］
JR金沢駅直結

1

■旅程 青文字/下車観光

2
ホテル（8:00頃）d千里浜なぎさドライブウェイ（車窓㊟）d輪島朝市（自由昼食/約80
分）d白米千枚田（約15分）d道の駅能登食彩市場（約30分）d雨晴海岸（車窓）
d金沢a〈ıサンダーバード/nグリーン車〉a京都（20：50～22：10）a新大阪
（21：10～22：30）a大阪（21：20～22：40）

ƒƒƒ市バス1日乗車券付！！

åƒƒ

大阪（9：30～10：50）a新大阪（9：40～11：00）a京都（10：00～11：20）a〈ıサンダーバード/nグリ
ーン車〉a金沢（12：10～13：30）…到着後フリータイム…金沢〔泊〕

4020201-001手17 W（コースNo.-　）BI エスコート

雨晴海岸雨晴海岸

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

由布院由布院

（3月下旬頃イメージ/XM）（3月下旬頃イメージ/XM）

みょうばん湯の里みょうばん湯の里

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

※オミクロン株対応ワクチン接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。
※オミクロン株対応ワクチン接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。

共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください                                                                  15名　　同行します。　　乗務しません。　　北陸鉄道又は北陸エリア利
用バス会社（当社基準）。㊟千里浜なぎさドライブウェイは波や状況により走行できない場合があります。

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］

ヴィアイン博多口駅前
●シングルバス・トイレ付
●朝食：レストラン（和定食）

宿泊　博多［福岡県］
JR博多駅から徒歩約3分

［京阪神発着］4020201-002 ［山陽発着］4020201-102手17 W（コースNo.-　）BI エスコート

共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください                                                                  15名　　同行します。　　乗務しません。　　遊覧観光又は九州エリア利
用バス会社（当社基準）。

32,800円3月10日（金）・12日（日）・17日（金）
3月19日（日）・24日（金）・26日（日）

34,800円3月11日（土）・18日（土）・25日（土）

出発日 1名1室
■　　　　　  旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様グリーン車・指定席大阪駅発着

42,800円3月10日（金）・12日（日）・17日（金）
3月19日（日）・24日（金）・26日（日）

44,800円3月11日（土）・18日（土）・25日（土）

出発日 1名1室
■　　　　　  旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様グリーン車・指定席新大阪駅発着

※オミクロン株対応ワクチン接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。
※オミクロン株対応ワクチン接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］

千里浜なぎさ
ドライブウェイ
千里浜なぎさ
ドライブウェイ

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

1

■旅程 青文字/下車観光

2
ホテル（8:00頃）d由布院（自由散策・自由昼食/約180分）dみょうばん湯の里（約30分）
d宇佐神宮（約60分）d小倉a〈Åのぞみ/nグリーン車〉a広島（19：30～20：10）
a岡山（20：00～20：40）a新神戸（20：40～21：10）a新大阪（20：50～21：30）

ƒƒƒ

åƒƒ

新大阪（10：20～11：10）a新神戸（10：30～11：20）a岡山（11：00～11：50）a広島（11：40～12：30）
a〈Åのぞみ/nグリーン車〉a博多（12：40～13：40）…到着後フリータイム…博多〔泊〕

フリータイムにおすすめスポット1日目
金沢らしいフォトジェニックな町並みが楽し
める「ひがし茶屋街」。町家カフェや雑貨屋も
多く、町歩きが楽しいエリアです。

フリータイムにおすすめスポット1日目
博多駅から約1時間で「太宰府」、約1時間半で
「柳川」に行けちゃいます！（天神から西鉄電車利
用が便利です）
夜は屋台のラーメンなど、博多グルメをお楽しみ
ください！！

旅行代金より、岡山・広島発着は1,000円引発着駅別差額代金
（おとなおひとり様）

宇佐神宮宇佐神宮

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

おとなび会員数びおとなびおとなび

200万人突突破記念突破記念突破記念
オミクロン株
対応ワクチン
接種済の
参加者限定！
※PCR検査陰性の方も
ご参加いただけます。 往復グリーン車で行く

金・土・日曜日
出発限定！
1泊2日の旅

添乗員同行で安心な旅添乗員同行で安心な旅
はじめませんか？はじめませんか？ゆったり

ラクラク移動
ゆったり
ラクラク移動

バスの座席はお一人様2席
だからゆったり！

2×2列シートで
ゆったり快適！

個人旅行の気軽さと

添乗員同行のラクチン
さの

いいとこどり！
個人旅行の気軽さと

添乗員同行のラクチン
さの

いいとこどり！
個人旅行の気軽さと

添乗員同行のラクチン
さの

いいとこどり！
個人旅行の気軽さと

添乗員同行のラクチン
さの

いいとこどり！
参加しやすい
週末出発！

フリータイム
が充実！
フリータイム
が充実！

添乗員が旅のサポート
をするから安心！
ホテルのお部屋は1名1室利用！
おひとり様も大歓迎！

車が必要な観光地へは
ラクラクバス移動！
車が必要な観光地へは
ラクラクバス移動！

N700系のぞみN700系新幹線グリーン車（イメージ）

雨晴海岸（イメージ/XM）

博多屋台（イメージ/XM）博多屋台（イメージ/XM）往復　グリーン車利用！往復　グリーン車利用！



１.募集型企画旅行契約
（１）（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、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を締結することになります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時
にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表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。
２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の全額を添えてお
申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点で
契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約のお申し込みの翌日から起算して3日以内
に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申し
込みはなかったものとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに成立したものとします。
（5）通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した
時に成立します。
３．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前にお支払いいただき
ます。
４．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する

場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行
は３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空
港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取消料）
（１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除をす
ることができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き
払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場合、旅行費用全額に対して取消
料が適用されます。

（４）宿泊のみご予約になった場合

７．個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」とい
います。）を指して当社らといいます。ア.当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連
絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④
旅行の安全管理のため、⑤当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのた
め、⑥当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のた
め、⑦旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑧アンケートのお願いのため、⑨特典サービス提供の
ため、⑩統計資料作成のため、に利用させていただきます。
イ.当社らは、取得した購買履歴やWEBでの閲覧履歴等の情報を分析して、当社及び当社と提携する企業の商
品やサービス、キャンペーン情報のご案内及び広告の表示のために利用させていただきます。
（2）上記ア.②、③、④の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名
等を輸送・宿泊機関、土産物店、当該クレジット会社等に書類又は電子データーにより、提供する事があります。
（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メー
ルアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただき
ます。なお当社グループ会社の名称は当社のホームページ（https://www.nta.co.jp/）をご参照下さい。
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2022年4月１日を基準としています。また旅行代金は2023年1月1日現在の有効な運
賃・規則を基準としています。

22.4月改定
この書面は、旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。ご旅行条件書

旅行代金 20,000円未満
5,000円以上 20,000円以上

50,000円以上100,000円未満20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上申込金

宿泊施設などにより、幼児（6才未満）をお連れのときに寝具やお食事をご用命・ご利用にならなくても、
およそ2,000～5,000円程度の「施設利用料金」を申し受けることがあります。この「施設利用料金」
はご旅行代金には含んでいませんので、お連れのおとなの方が現地にて直接お支払いください。

1～14名
15～30名
31名以上

無料
無料

20%
20%

30% 10%

50%
50%
50%

100%
100%
100%

7日前 8日前～20日前6日前5日前4日前3日前前日当日旅行開始後の解除
または無連絡不参加 2日前

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行契約の解除期日 取消料
右記日帰り旅行以外

無料
旅行代金の20％
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

日帰り旅行
無料
無料

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

会員番号の確認をさせていただきますので、会員手帳をご準備の上、お電話ください。

お近くの日本旅行の各支店でもお申し込みできます。
西J4020201-001

※新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等により、営業日・休業日または
　営業時間が変更となる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。●お問合わせ・お申し込みは下記へ

共　同
企　画

「地球にやさしい旅人宣言」－自然や文化遺産を大切に－
旅行企画
実　施

株式会社日本旅行

株式会社日本旅行

〒530-8341
大阪市北区芝田2丁目4番24号

観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
おとなび・ジパング商品センター

〒530-8341
大阪市北区芝田2丁目4番24号

観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
おとなび・ジパング商品センター

〒530-8341  大阪市北区芝田2丁目4番24号

8

添乗員同行プランのご案内 必ずお読みください。
●添乗員…添乗員が同行します。［最初の発駅（新大阪駅又は大阪駅）より同行します。］　
●交通機関について…同一グループ、同一発着地でのお申し込みとなります。座席の配列により、グループ・ご夫婦・ご家族の方であっても通路を挟ん
　　　　　　　　　  で並んだり、前後の座席に分かれたりして、隣り合わせにならない場合があります。
●お申し込み最終締切…ご出発の前日から起算して17日前までで一旦締め切ります。それ以降は、すべての予約手配が可能になり次第、お引き受け 
                               いたします。
●こども・幼児代金について…係員にお問い合わせください。
●集合時間･集合場所･出発時間等の最終的な日程…ご旅行出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）にてお知らせいたします。
●運行バス会社のご案内…ツアーを運行するバス会社につきましては、日本旅行ホームページの「利用バス会社一覧」に掲載されているバス会社を 
                                  利用します。（https://www.nta.co.jp/otonavi/pdf/bus_ichiran_otonavi.pdf）
■その他　●パンフレット掲載の風景写真については、撮影時期の関係で実際とは情景が異なる場合があります。
　　　　 ●各観光施設の営業時間や休館日・お寺の法要等は、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
　　　　 ●このパンフレットでご案内のご旅行代金以外の入場料・運賃・利用料金などはすべて予告なく変更になることがあります。天候や運送機   
                 関の遅れ等により行程が一部短縮、変更・削除される場合があります。この際の返金はございません。予めご了承ください。
【特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて】お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。
特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

車内禁煙

快適なご旅行を皆様がお楽しみいただけるよう、車内で
の喫煙はご遠慮ください。なお、愛煙家のお客様は60～
120分毎に休憩、下車観光いたしますので、その際に喫
煙いただけます。

■マークの紹介

＝貸切バス又はタクシー
幹新幹線（普通車・指定席）特特急（普通車・指定席）
青文字…下車観光　赤文字…入場又は乗り物観光 赤文字と青文字以外は車窓観光

※行程にある記号のみ記載しています。
JR

食事条件

●コースの行程に表示されている記号は次の通りです

朝 朝食 × 食事なし

徒歩又はお客様ご負担区間…

　 最少催行人員です　　添乗員が同行するか同行しないかを記しています
　 バスガイドが乗務するか乗務しないかを記しています
　 貸切バス会社名です。なお、ツアーを運行するバス会社につきましては、日本旅行ホームページの「利用バス会社一覧」
　  に掲載されているバス会社を利用します。https://www.nta.co.jp/otonavi/pdf/bus_ichiran_otonavi.pdf

●各コースの注意事項に表示されている記号は次の通りです

グリーン車n

大浴場 洗浄器付
トイレ

禁煙
ルーム

新型コロナウイルス感染拡大を防止する取り組みと、ご旅行に際してのお客様へのお願いです。

※上記対応については、変更となる場合がございます。　※イベント・見学施設等の休止により、一部ツアーを中止にする場合がございます。該当コースにお申し込み済みのお客様につきまし
ては、申し込み箇所よりご連絡させていただきます。今後も中止コースが発生する可能性がございますが、何卒ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大を防止する取り組み

■添乗員同行ツアーについて

当社（※）では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウイルス対応ガイドライン」に基づき適切な衛生管理と感染防止に努めております。また、掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業種
によるガイドラインに準じた機関・施設を利用しています。※（株）日本旅行　国土交通省により発表された新しい旅のエチケットについてもご一読いただきますようお願いいたします。

ご旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルスと診断された場合には、速やかに当社お申し込み窓口までご連絡ください。
ご報告内容については当社の把握する接触者への注意喚起に使用させていただきますが、お客様の個人情報については適切にお取扱いさせていただきます。

検温 安心施設
当日添乗員による検温及び
体調確認を行います

交通機関、宿泊、食事施設など各業種によるガイドライン
に準じた機関・施設を利用しています

添乗員等のマスク着用 ソーシャルディスタンス ご旅行に際してお客様へのお願い
添乗員ならびに係員は業務
中マスク類の着用をします

マスクの着用や手洗い・うがいにご協力を
お願いいたします

観光時は、密閉・密集・密接
に配慮いたします

安心してツアーにご参加いただくために新型コロナウイルス感染防止への取り組み （添乗員同行の旅）～詳しくは『おとなび』ホームページをご覧ください～

オミクロン株対応ワクチン接種を完了している方またはPCR検査後陰性の方が参加条
件となります。PCR検査はお客様ご自身で受検、PCR検査費用はお客様ご負担となりま
すので、あらかじめご了承ください。

オミクロン株対応ワクチンを接種し、当該ワクチンの接種から出発日の前日より起算して
14日以上（アストラゼネカは15日以上）経過していること。

出発日の前日より起算して３日目に当たる日以降に採取した検体によるPCR検査の結
果が陰性であること。陽性の場合は、お申し出日に応じて、所定の取消料が発生します。

出発当日、オミクロン株対応ワクチン接種済みまたはＰＣＲ検査陰性証明を忘れた場合、またはご提示いただけない場合は、ご旅行のご参加をお断りさせて
いただく場合がございます。その際は、所定の取消料（ご旅行代金の50％）が発生いたしますので、ご注意ください。

マスクの着用等の基本的な感染防止策について、引き続きご協力をお願いします。

添乗員及びバス乗務員は新型コロナウイルスワクチン2回接種済みまたはPCR検査陰性者が同行いたします。
※利用予定施設（宿、食事、観光、お土産店など）では、新型コロナウイルスワクチン2回接種済みまたはPCR検査陰性のスタッフを確約するものではございません。あらかじめご了承ください。

1

2

3

4

5

6

7

またはオミクロン株対応ワクチン（BA.1対応型、BA.4-5対応型）接種済み PCR検査陰性の参加者限定です
ツアー出発日当日は、オミクロン株対応ワクチン接種済みまたはPCR検査陰性証明及び本人確認書類を必ずご持参ください。（ワクチン：予防接種
済証、接種記録書、自治体が発行する接種証明書/PCR：検査結果が陰性だとわかる書類/いずれもコピー、写真データでも構いません。PCRはメー
ル通知文、WEB回答画面でも構いません。）ご参加者全員の乗車場所への集合が必要となります。

●営業時間 10：00～17：00  土・日祝も営業
　〒530-8341 大阪市北区芝田2丁目4番24号　
　総合旅行業務取扱管理者  服部 亨 

0570-666-631
●一部のIP電話等からは☎06-6371-1226

株式会社  日本旅行
おとなびジパング予約ダイヤル
（おとなび・ジパング商品センター内）

2日間
DM01-03
問合せ番号

広島フリータイムと鞆の浦・尾道・しまなみ海道 せとうち大満喫

※オミクロン株対応ワクチン接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。
※オミクロン株対応ワクチン接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］

37,800円3月10日（金）・12日（日）・17日（金）
3月19日（日）・24日（金）・26日（日）

39,800円3月11日（土）・18日（土）・25日（土）

出発日 1名1室
■　　　　　  旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様グリーン車・指定席新大阪駅発着

ヴィアインプライム広島
新幹線口＜紅葉の湯＞
●シングルバス・トイレ付
●朝食：レストラン（洋セット）

宿泊　広島［広島県］
JR広島駅から徒歩約3分
大浴場のあるホテル

4020201-003手17 W（コースNo.-　）BI エスコート
共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください                                                              15名　　  同行します。　　
   乗務しません。　 アシナトランジット又は山陽エリア利用バス会社（当社基準）。

1

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光

2

ホテル（9:00頃）d生口島・瀬戸田（平山郁夫美術館入場券付/500円UPで耕山
寺入館券に変更可/約60分）d尾道（自由散策・自由昼食/約150分）d鞆の浦
（自由散策/約90分）d福山a〈Åのぞみ/nグリーン車〉a新神戸（19：40～
20：45）a新大阪（19：50～21：00）

ƒƒƒ
新大阪（10：10～11：30）a新神戸（10：20～11：40）a〈Åのぞみ/nグリーン
車〉a広島（11：30～12：50）…到着後フリータイム…広島〔泊〕

åƒƒ

（イメージXM）（イメージXM）
（イメージXM）（イメージXM）

尾道尾道 うらうら

鞆の浦鞆の浦
ともとも

平山郁夫美術館平山郁夫美術館 耕三寺・未来心の丘耕三寺・未来心の丘

（イメージ）（イメージ）（イメージ 写真提供：尾道観光協会）（イメージ 写真提供：尾道観光協会）

フリータイムにおすすめスポット1日目
広島駅から約1時間で海軍のまち「呉」
や安芸の「宮島」に行けちゃいます。
呉では海上自衛隊の史料館「てつのく
じら館」がおすすめ！本物の潜水艦の中
に入れます。

（イメージXM）（イメージXM）

必須選択：瀬戸田観光販売店の皆様へ

生口島・瀬戸田では観光が選べます。
旅行代金より
500円増

島にも
行けちゃう！


