
○神戸ポートピアホテル
チェックイン　／15：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／和定食・
洋定食・粧羊パイキンク
※和定魚は土日　祝日のみ

■アクセス／
」R新神戸駅より
無料シャトルバスあり
（750～2130）

OANAクラウンプラザホテル神戸

入室人員 �プコ テ ＝J Ll �博多駅発着 �� 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

1／3～3／20 �3名1室 �53 �26．000 �30．400 �6．200 �10．600 2名1空 ��27．000 �32，800 �7．200 �13，000 

1名1室 �41 �30，000 �34．800 �10，200 �15．000 

10／1～15 1／2 3／21～31 �3名1茎 �53 �27．000 �32．800 �れ200 �13．000 

2名1室 ��28，200 �36，200 �8，400 �16．400 

1名ほ �41 �32，600 �38，600 �12，800 �18，800 

子とも（小学生）差観 ��上記基本代金より9．900円弓ほ ���同額 

詑㌍謂賞諾最紆～1／1麟脚駆鱒華華 棚なしの雛1・500円引き「儲鮫慰霊調 

（貰出）（撞き5，〉）TR融

死軋いポイント
く★30日荊‡帽l★
お†人様500円引き
☆泣泊割引★
1泊目よりお一人糟

－蕗ヨ】蜃肇i冒－

′ヽ00⑳
一〇〇・二・

細田園田
1．折鶴サービス

2，館内レストラン割引券付

（1泊に柳茎1枚）

」▲靂rユユ薫・
ホテルメイドケーキ
引換券付目泊に柳人1枚）

⑭146205

○ホカレモントレアマリー

大人お一人様1泊2巨〕基本代金（JR往復／団笠田）　　　　　　　　剰正円

入室人員 �ブコ テ ＝y U �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／17～20 12／23～30 り2～5 1／7～3／20 �名曙・2割引セミタ功し �54・42 �26．000 �28．600 �6．200 �8．800 

3名1宴 �54 �26．600 �29．000 �6．800 �9．200 

2名1室 ��27．800 �31．000 �8．000 �11．200 

1名1睾 �42 �29．800 �32．400 �10．000 �12．600 

10／1～11 10／14～31 12／1～4 3／23～31 �娼糧・2名唱僅ミタフ掴 �餌・42 �26．600 �30．800 �6．800 �11．000 

3名1室 �54 �27．400 �31．800 �γ600 �12．000 

2割茎 ��28．600 �33．800 �8．800 �14．000 

1名1室 �42 �30．600 �34．200 �10．800 �14．400 

11／17～30 �名ほ儲ほ絶ミダブル �54】42 �27．600 �31．600 �丁800 �11．800 3名ほ �54 �28．600 �33．000 �8．800 �13．200 

2名1室 ��29．600 �35．000 �9．800 �15．200 

1名1室 �42 �31．000 �35．400 �11．200 �15．600 

10／12～13 �名啓矧引セミダ勃 �54・42 �32．400 ��12．600 

3名1室 �54 �34 �000 �14 �200 

2名唱 ��36． �400 �16 �600 

1名1室 �42 �37 �000 �17 �200 

子とも（小学生）差額 ��上記基本代金より9，900円弓は ���同額 

チェックイン／15．00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和洋パイキンク

●アクセス／
」R三ノ宮駅西口
より徒歩6分

′ヽ00⑳
（軸量

感蒜品が
★30日前割引★
お一人撫500円引き

★連泊割引★
1油日よりお一人機

500円引き
※割引の併用不可

＼、’除外日日／16、1／6

※朝食なしの場合
1000円引き

146507㊨146307／女子会

○ホテルオークラ神戸
チェックイン／15．00

チェックアウ♭／12：00

■朝食内容／
和定食・和洋パイキンク
誉和定食は±　日　祝日のみ

●アクセス／
」R元町駅より徒歩10分

入室人員 �を ≡ リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

11／17～22、11／24～29、1／5～柑 �3割室 �52 �28．600 �31．200 �8．800 �11．400 
2名1室 ��29．600 �32．200 �9．800 �12．400 

鳩1室 ��34．400 �37．000 �14．600 �17．200 

12／15～20、12／23－29、1西、り11 �3名1室 ��31．200 �35．800 �11．400 �16．000 
2名1望 ��32．200 �37．600 �12．400 �17．800 

1名1室 ��37．000 �42．000 �17．200 �22．200 

10／12～13、10／26、11／3 �3割室 ��33．600 �37．600 �13．800 �17．800 

2名1茎 ��34．800 �38．900 �15．000 �19．100 

1名1茎 ��39．400 �44．000 �19．600 �24．200 

3名1室 ��40．600 ��20．800 

2名1室 ��42 �800 �23．000 

1名1室 ��48 �600 �28． �800 

子とも（小学生）差額 ��上記塁本代金より9月00円引き ���同報 

謹除外日12／31～1／3　禦10／18、11／1、11／8、1り15、12／23～24、り31、3／21

は休前日扱い、2／1、2／10は平休日扱い
※朝食なしの場合1700円引き　※1名1室はツインまたはダブルの1名利用です

′ヽ00⑳
〔縫出）

や◎⑮⑳
（剛）（漣歩5分）1且．蝿入力／くニト

瓢　しいポイント
★30日前割引★
お一人攫1，000円引き
★凄泊割引★
1泊臼よりお一人様

500円引き
※割引の併用不可

憂東雲禦慧
（11：00～14‘00）

2新聞サービス

：・二一、二∴：1

ホテル棚クッキーmお一人拙男

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／臨訂）　　　　　　　　単位円

入室人員 �Z⊇ ＝1 リ �博多節発雷 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～20 12／23～30 1／2～3／20 �3名1墓 �53 �27，400 �31，200 �7，600 �11，400 

2名1茎 ��30，600 �35，000 �10，800 �15，200 

1名1室 �41 �30．600 �34，000 �10，800 �14，200 

10／1～11 10／14～11／1 日／4～15 11／17～30 3／21－31 �3名唱 �53 �28，000 �32．600 �8．200 �12．800 

2名1室 ��31．200 �36，400 �11，400 �16．600 

1名1璽 �41 �31，200 �35，000 �11，400 �15，200 

10／12～13 11／2～3 日／16 12／21～22 12／31～り1 �3名1室 �53 �34，600 ��14，800 

2名1茎 ��39．000 ��19，200 

鳩1妻 �41 �37，800 ��18，000 

子とも（小学生）差取 ��大人基本代金より9，900円引き ���同額 

チェックイン　／15・00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和定食・
和洋パイキンク

■アクセス／
」R新神戸駅直結

■■■醍i】醗耶t l

（00¢1
（番痩‘拙’

膵い、ポイ、6

；二木1了
1泊日よりお‾人様　要

1，000円引き
財割引の併用不可　　　ぎ

※朝食なしの場合
1，500円引き

○ホテルモントレ神戸

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／E濫荘】）　　　　　　　　単位円

入室人員 �ブコ 蔓 リ �博多即発霜 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／17～20 12／23～30 1／2～3／20 �2名1割をミ門閥 �42 �26．000 �28，600 �6．200 �8．800 
3名1軍 �52 �26．600 �29．000 �6，800 �9．200 

2名憧 ��27．800 �31．000 �8．000 �11．200 

1名1茎 �42 �29．800 �32．400 �10．000 �12．600 

10／1～＝ 10／14～31 12／1～4 3／23～31 �2名唱（セミタブ＆ �42 �26．600 �30．800 �6．800 �11．000 

3名唱 �52 �27．400 �31．800 �7．600 �12．000 

2名1重 ��28．600 �33．800 �8．800 �14．000 

1名1室 �42 �30．600 �34．200 �10．800 �14．400 

‖／17～30 12／5～6 12／8～13 12／15～16、1／1 �2名唱僅ミデフⅦ �42 �27．600 �31．600 �7．800 �11．800 
3名唱 �52 �28．600 �33．000 �8．800 �13．200 

2名1重 ��29．600 �35．000 �9．800 �15．200 

1部室 �42 �31．000 �35．400 �11．200 �15．600 

12／7、ほ／14 12／2卜22 �2名糧沌ミタ■ml �42 �32．400 ��1乙600 3名1重 �52 �34 �000 �14 �200 

2名1室 ��36 �400 �16 �00 

1名1室 �42 �37 �000 �1 �200 

子とも（小学生）差額 ��大人 �基本代金より9．900円引き ��同額 

チェックイン　／15：00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和洋パイキンク

■アクセス／
」R三ノ宮駅西口
より徒歩5分

j■－鹿劇取新了¶■■

′ヽ00⑳
（盲わし番

搾歩2分）翳．且）力

評しいポイントピ
★30日前割引★　；

お「人様500円引きj

★連泊割引★　　！

1泊目よりお一人様　…

500円引き　　　　　童

減割引の併用不可　　7

※除列日日／16
※朝食なしの場合

1．000円引き

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／団）　　　　　　　　皇位円

入室人員 �：亡J テ コ リ �博多駅発話 ��延泊代金 
平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

1／3～3／14 �3名1重 �73 �24，600 �27，400 �4．800 �7，600 2名1室 �52 �26，000 �28．600 �6，200 �8，800 

1名1室 �41 �28，000 �30．400 �8，200 �10．600 

10／1－12／4 12／15～30 3／15～31 �3名1茎 �73 �25，200 �29．000 �5，400 �9，200 

2名1室 �52 �26．400 �30．000 �6，600 �10．200 

1名1室 �41 �28，600 �32．000 �8，800 �12，200 

12／5～14 12／3トー1／2 �3名1董 �73 �26，400 �30，400 �6，600 �10，600 
2名1室 �52 �27．600 �31．400 �7，800 �11．600 

1名1室 �41 �29．800 �33．000 �10．000 �13．200 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金よリ9．900円引き ���同額 

チェックイン／1500

チェックアウレ／11：00

■朝食内容／
洋バイキング

■アクセス／
」R三ノ宮駅西口
より徒歩3分

★膿8割引★　　　…

日・月曜日はお一人様…
500円弓悼（体前日除く）至

罠1／ト～2、3／21は

休前日扱い
11／22、2／10、3／20

は平休日扱い
※朝食なしの場合
1000円引き

※3名1至はシャワー

ブースのみ（バスタブ
なし）のお部屋になり
ます。

※
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乗
費
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着
地
に
よ
り
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加
代
金
が
必
要
と
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り
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す
。
必
ず
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こ
忙
昆
く
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さ
い
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‥



○ホカレクラウンパレス神戸
いヂ空⊆至⊃

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／団）　　　　　　　　　軒億円

チェックイン／15：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／
」R神戸駅より

徒歩2分

◎　ノボテル甲子園

象要撃儲吾竜琶外観
大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／珪臨由）

チェックイン／14：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／
阪神電鉄甲子園駅
西口より徒歩2分

入室人員 �力 亘 リ �博多駅発想 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

1／4～3／14 �3名1室 �73 �26．200 �28．400 �6，400 �8，600 2名1室 �56 �26，800 �29，800 �7，000 �10．000 

1割室 �41 �28，800 �31，800 �9，000 �12，000 

10／1～11／15 3／15～31 �3名1室 �73 �27，400 �28，400 �7，600 �8，600 

2名1宴 �56 �28．200 �29，800 �8，400 �10，000 

1名1案 �41 �30，200 �31，800 �10，400 �12．000 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より9，900円引き ���同額 

玩柵しいポイント
★30日前割引★

お一人楕500円引き

★連泊割引★
1泊日よりお一人様

500円引き
※割引の併用不可

＼’ミ除外日　日／16

12／31～1／3

※朝食なしの場合
1．200円引き

宝塚ホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／園）　　　　　　　　　単位円

入室人員 �プコ テ ＝y リ �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～11 12／15～20 12／28～30 1／3～2／11 2／13～3／19 �2名1塞 �41 �25，600 �30．200 �5，800 �10．400 

3名1室 �53 �25，800 �31．200 �6，000 �11．400 

2名1董 ��27．200 �34．400 �1400 �14．600 

1名1室 �41 �28．400 �36，400 �8，600 �16．600 

12／21～25 3／20～31 �2名1姦 �4 �27，200 �30，400 �7，400 �10，600 
3名1重 �53 �27，400 �31，600 �7，600 �11．800 

2名唱 ��29，400 �34，800 �9．600 �15，000 

1名1室 �41 �30，600 �36．400 �10，800 �16．600 

12／31～1ノ2 �2名1軍 �41 �30，400 ��10，600 

3割宴 �53 �31， �600 �11．800 

2名1室 ��34． �800 �15．000 

1名1室 �41 �36．400 ��16，600 

子とも（小学生）差鞍 ��大人塁本代金より9，900円引き ���同額 

矧陳列月12／26～27、2／12＼．三3／21は休前日扱い、2／10は平休日扱い
域朝食なしの場合1．500円引き

チェックイン／13：00

チェックアウト／11：00

■朝会内容／
和洋パイキンク

■アクセス／
阪急今津線
（宝塚方面行き）

宝塚南口駅より
徒歩1分

′ヽ00⑳

¢◎歯
（鏑出）（徒歩3分）l払†m

仇しいポイント

★30E消音割引★
お一人糟500円引き
★連泊割引★
2泊目よりお一人様
1．000円引き
★曜日割引★
水■日はお一人様
1－000円引き

（1／1、休前日除く〉
※割引の供用不可

◎有馬温泉有馬グランドホテル

大人お一人様　7泊2日基本代金（JR往復／同臣節矧1）　　　　　　　蟄位円

入室人員 �Z⊇ 毒 しノ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／2～19 12／18～28 1／5～6 1／8～26 1／30～2／24 2／28－3／31 �5名1室 �15 �41，200 �44．800 �21，400 �25，000 

4名1室 ��42．400 �46，400 �22．600 �26．600 

3名1室 ��44，600 �49．400 �24，800 �29，600 

2名1室 ��48，400 �53，600 �28．600 �33．800 

子ともA （小学生）差額 �3－5名1宝 �大人基本代金より14，400円引き ���4，500円引き 

2名1室 �大人基本代金より9，900円引 ���同額 

便こどもA夕食　大人に準じた料理　損幼児施設使用料（3～5才）5，250円（現地払い）

中央徳和塞くパス・トイレ付）

チェックイン／14：30

チェックアウト／11：00

■夕食内容／
会席（部屋食）

■朝食内容／
和洋バイキング

（レストラン）
tアクセス／神戸

電鉄有馬温泉駅
より徒歩5分

■大浴場（男女別）
毘天風呂（男女別）
家族風呂（有料要予約）

琵外日10／1、10′／20、

12／16～17、12／29～1／4、

1／7、1ノ27～29、2′／25－27

11ん12郎・全三日l辞酎］代会に

お1人桔1000円達識

入室人員 �Z⊇ ＝J リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～9 10／11～29 11／15～29 12日～30 1／2～3／19 �3名1室 �53 �26，800 �28，400 �7，000 �8，600 

2割夏 ��27．800 �29．600 �8，000 �9，800 

1名1室 ��31．600 �33．400 �11．800 �13，600 

3／24～31 �3名1室 ��28，400 �30．600 �8，600 �10．800 2名1室 ��29，600 �31，400 �9，800 �11．600 

1名1室 ��33．400 �34．800 �13，600 �15．000 

12／31～1／1 �3名1室 ��30．600 ��10，800 2部室 ��31，400 ��11，600 

1名1墓 ��34． �800 �15．000 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より9，900円引き ���同額 

－蕗i鱈蓋i盲¶■■

や⑳0⑳

¢◎あ
（打出〕（徒歩5分）惜し購入刀

賢しいポイント
★21自前割引★

お一人楕500円引き
★連泊割引★
2泊日より大人のみ
お一人様500円引き
★曜日別引★
閂・火ヰ日はお一人様≡
500円引き淋前日除く）童
封割引の障用不可　．

恵庭轟姦通＜
1．朝刊サービス　　　　毒

Li．対日・lJ■
ホテル特製スイーツ　j

硝夕伯10／10、10′30、11′14、11／30、3／20～23※朝食なしの場合1500円引き去慧‡謡勝野
※1名1室はツインルームの1名利用です

◎宝塚温泉ホテル若水

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／膨串汀罰臥1）

和室（ハス・トイレ付）

チェックイン／15：00

チェックアウト／10：00

l夕食内容／和会酎悶創

l朝鮒容／醗創鏑那闇矧
Iアクセス／

」R牒急宝塚軒より徒歩5分

l大棚（男畑）
琵天風引致別〕
麦旗風呂情料・要開）

単億円　■口証眉尋間接野瑠■曲

入室人員 �之⊇ ＝y リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～10 12／15～28 1／4～3／22 �5名1重 �15 �36，600 �42，800 �16，800 �23．000 
4名1室 ��38，800 �45．200 �19．000 �25，400 

3名1室 ��41，400 �47，400 �21，600 �27，600 

2名1室 ��43．800 �52．800 �24，000 �33，000 

10／11～12／14 3／23～3／31 �5部室 ��37．200 �42．800 �17．400 �23，000 4名1窒 ��39，200 �45，200 �19．400 �25，400 

3名1室 ��42．600 �41400 �22．800 �27．600 

2名1室 ��44．200 �52．800 �24．400 �33．000 

51室 ��42．800 ��23，000 

4名1 ��45．200 ��25，400 

31 ��47，400 ��27，600 

2名1享 ��52，800 ��33．000 

子ともA （小学生）差額 �3～5名1室 �大人基本代金より12，400円引き ���2．500円引き 

2名1重 �大人茎本代金より9，900円弓惜 ���同額 

※こどもA夕食大人に準じた料理　※幼児施設使用料（3～5才）2，100円（現地払い）

〈00⑳

¢◎轟
く鏑出）（謹歩1分）

威しいポイント

★30日前割引★
大人のみお一人襟500円引き

★逗泊割引★
2泊目より大人のみ
お一人様500円引き
※割引の併用不可

言草甘言月
1．レイトチェックアウト1100

Jkぎ1こT．儀
1．女性の方へ竜浴衣貸出サーヒス
2若水オリジナルパスソルト

捕（媚大沼

・．凋朝日12／31～1／3

一画146314

○有馬温泉兵衛向陽閣

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／ほ巨三間石■）

チェックイン／14．30チェックアウト／1100

■夕食内容／和会席（レストラン）
■朝食内容／

和洋パイキンク（レストラン）
■アクセス／神戸電鉄

有馬温泉駅より徒歩5分
■大浴場（男女別）琵天風呂（男女別）

家族風呂（有料・要予約）

2泊目より大人のみ
お一人様500円引き
にども朗ま300円引き）

云議義盛豆面
1ぷ削サービス

）・除外日10／15～

16、12／16一一18、

12／31～1／3、1／14～

15、2／17～18

；－12／29～30、3／21

※こどもA夕食大人に準じた料理細児施設使用料（3～5才）3．15。円（現地払い）讐詔とミ漕碧さ
※幼児朝食（パイキンク）代1，500円（現地払い）別途要　　　　　　　　　　　　2／10は巳・金曜扱い

入室人員 �エ フ‾ コ リ �博多駅発着 ���延泊代金 平休日 ��休前日 �平休日 ��休前日 

月～木曜 �金・日曜 ��月～木曜 �金・日曜 

12／19～30 り5～13 り16～2／16 2／19～3／31 �5名1茎 �15 �40．800 �42．800 �46．800 �21．000 �23．000 �27，000 
4名唱 ��42，400 �44．600 �48，600 �22．600 �24，800 �28，800 

3名唱 ��43．800 �46．200 �50，400 �24，000 �26，400 �30，600 

2名1害 ��45．200 �47．200 �51，800 �25，400 �27，400 �32，000 

10／1～14 1／4 �5名1室 ��40，800 �42．800 �49，200 �21．000 �23．000 �29，400 4名は ��42．400 �44，600 �50．800 �22，600 �24．800 �31，000 

3名1室 ��43，800 �46．200 �52．400 �24，000 �26．400 �32．600 

2名唱 ��45，200 �47，200 �53，800 �25．400 �27，400 �34，000 

子ともA （小学生）差額 �3～5名ほ �大人基本代金より13，900円引き ����4，000円弓 ��き 

2名1室 �大人室本代金より9，900円弓倍 ����同級 

※
J
R
の
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苗
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地
に
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り
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加
代
金
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必
要
と
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す
。
必
ず
1
ペ
ー
ジ
を
「
」
陀
昆
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だ
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い
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○京都定期観光バス○
西鉄旅行「三都物語」とセットでお求め頂くとお得です。

レギュラーコース ※（）内は通常価格です。

t行程／金閣寺銀閣寺・清水寺　　■所要時間／約4時間半～約5時間
組清水寺にて自由食　　　　　　　　　　　　　　－当P4＝伽pq′■′ヽ亡】一【　．、亡】′、′、一「

●運行期間／10月1日～3月20日　毎日

還㌫蒜訂蒜●訂品品蒜蒜〒　■あ′ミくらとり紙と絵要吉セット付
■発車時刻／9：00（注1）・10：30

4，720円（5．100円） 2，610円（2，800円）

■行程／平安神宮・嵐山自由散策・　■所要時間／約7時間

金閣寺・清水寺㌍′嵐山にて白地　　■運行期間／10月1日～3月20日　毎日

■発車時刻／9：00・1000　　　　●あ′王、らとり紙と絵菓琶セット付

5，910円（6．460円） 3，160円（3．430円）

●行程／延暦寺根本中堂・三千院と　■運行期間／10月1日～31日の月・水・金・土・休日、

■発車蒜崇策測こて自由食　　11月1日～12月8日の毎日
■所要時間／約7時間

6，040円（6．700円） 2，680円（2．970円）

1行程／延暦寺根本中堂・三千院と　■運行期間／10月1日～31日の月・水・金・土・休日、
大原自由散策

■発車時刻／920
1所要時間／約7時間

11月1日～12月8日の毎日
■昼食付／芹生の三千草弁当又は魚山国の大原女弁当

※昼食のお時間は三千院と大原自由散策に含まれます

8，320円（8，950円） 5，120円（5，390円）

蔓①睡婚罫掴匡怒証渕＝餉　　　　　　　‾‾‾‾‾－‾‾‾‾髄質・‾
■行程／トロッコ列車・保津川下り・　■運行期間／10月1日～12月8日　毎日

嵐山自由散策細山にて自由会　　　　　　但し10／2、10／9、10／16と保津川下り欠航日は運休

■発車時刻／9．10
■所要時間／約6時間半～約7時間半

8，500円（8，950円） 4，750円（4．970円）

蛙〕酢瀕鼻宅建喋空揚測
■行程／大党寺・天龍寺と嵐山自由散策・■運行期間／10月1日～12月8日、12月30日～1月3日、

仁和寺瀧安寺　■丸山にて自由食　　　　　　　　3月1日～20日の毎日と12月9日～29日、

■発車時刻／10：30　　　　　　　　　　　　　　　1月4日～2月28日の土・休日

■所要時間／約6時間～6時間半

5，990円（6．500円） 2，830円（3，080円）

瞑り蘭即製痛周囲窓賑摺凋鳩僻伸銅
■行程／京料理ヰオンコーナー贋枝の京舞・雅浩・■運行期間パ0月1日～11月15日、3月7日～20日の毎日と

狂言などを琶ロ）夜景展望原山山J則　　　　　　12月13日～3月2日の全土休日

■発車時刻／1700机い4～20は1650　■所要時間／約4時間　（但し12／29～1／3は運休）
※夜景展望は気象条件交通事情等により市内ドライブに変更になる場合があります。

7，640円（7，900円） 5，610円（5．740円）

ト些堕′ノ旭！抑圧⊆‥供Vlげ糧t去タr　・慧1J

●行程／京料理・ギオンコーナー
（舞妓の京舞・雅楽・狂言などを雲H）

■発車時刻／16●50
■所要時間／約3時間半

■運行期間／11月16日～298、12月6日～8日

毎日（但し11／23～24は運休）

7，550円（1800円I 5．570円（5．690円）

（※）印夜のコース終了後、次のホテルまでお送りいたします。京都東急ホテル・リーガロイヤルホテル京都・

京都釈烏丸口下手で京都駅前の各ホテル・ホテル京阪京都・新都ホテル。

（GL・GS）コースは京都国際ホテJレANAクラウンプラザホテJL／京都へもお送りします。
冥ご案内…ご案内箇所及び料金・時刻は都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。また掲載して

いるご案内箇所は順不同です。自由散策箇所での拝観料・入場料などはコース料金に含まれておりません。

乳発車時刻は京蔀駅鳥丸口の時刻です。各コース、出発の20分前までに受付をお済ませ下さい。

京都商工会議所との凛携企画

■行程／大原周辺（三千院儲林院）【京都検定合格者郡革カイトによる案内】
三千章弁当（芹生）・平安神宮【神野蓑による時代崇の解説、神苑の拝現】

京都伝統産業「ふれあい蔑」（みやこめっせBIF）【解説と見学】
1イお帰りは親市制寸近で下手できます。

●発車時刻／10：00　　■所要時間／約6時間半
■運行期間／10／14（月・祝）、10／26（土）

9，300円（9．800円） 6，470円（6．700円）

京都古文化保存協会との提携企画

■行程／清浄華院、法然院、「花水庵」で特別和順弁当、知恩院三門、
東福寺三門

■発車時刻／1010
■所要時間／約6時間～約6時間半

■運行期間／11／1（金）～11／7（木）毎日

8，410円（8，800円） 4，060円（4．260円I

′′、秋季限定おすすめコース〉

■行程／大党寺・嵐山自由散策・東福寺
傘l■山にて自由褒

■発車時刻／9：30
■所要時間／約6時間

■運行期間／11月9日～12月8日　毎日

4．910円15，350円） 2，610円（2．830円〉

■行程／粟福寺・豆狸で京風弁当B味・洛北の里
（洛北の里で一乗寺中谷の銘菓「武蔵」試食券付）

■発車時刻／940
■所要時間／約6時間

t運行期間／11月9日～12月8日　毎日

7，320円（7．750円） 5，280円（5，500円）

瓢揺阻閲巨躯沼【
■行程／栂尾　高山寺＜もみじの境内自由散策＞・高雄槙尾■発車時刻／9：30
散策＜神託音西明寺なとを自由散策＞・高雄もみぢ窮で紅柔■所要時間／約7時間
弁当H昧二尊院・崖犠釈迦望清涼寺く国宝釈迦如来立偲＞■運行期間／11月16日～12月1日　毎日
※高山寺の石水院の拝観はお客様各自（別料金）

8，340円（8．800円） 5，470円持．700円I

′こ冬季限定おすすめコース〉

⊂Ⅴ］瑚棚卸
■行程／万福寺＜布袋等＞・東寺＜毘沙門天＞・六波羅蜜寺＜弁財天＞・■発車時刻／9：50

ゑびす神社＜ゑびす神＞・松ケ崎大黒天＜大黒天＞・赤山禅院く福禄　●所要時間／約7時間半
寿神＞草堂く寿老人＞（七種七色の御守護を授与）　　　　　■連行期間／1月1日～31日　毎日
※小型バスで運行する場合があります　　　　　　　　　　■昼食付／東寺洛南会館にて七福神弁当

7，600円（8，200円） 4，920円（5．220円）

Ln＿⊇廻塁堅塁塁⊇週型相打■王揮胴IJ　　　　　　　　　　　　　　　　　」

■行程／城南宮＜源氏物語花の庭散策＞・　　■運行期間／2月22日～3月9日　毎日
北野天満宮＜50種1，500本の楕＞・■昼食付／ホテルクランウイア京軌こてランチバイキング
梅富大社＜35痙550本の梅苑散策＞　　　　※座席指定のない幼児（3歳以上）は食事料金

■発車時刻／10．10　■所要時間／約6時間　　　　　　　作450円税サ込掩現地にてお支払いください

7，830円（8．250円） 4．670円（4．880円）

USJ肌l掴馳mMtlluⅢ血

■行程／京郡嵐山花灯路－2013　　　　　　　　■発車時刻／1700
＜渡月梧・中の島公図・嵯峨野竹林などの　　　■所要時間／約3時間半

「嵐山花灯路」自由散策＞叫覿山にて自由食　　　■運行期間／12月14日～23日　毎日
沼GS・GLコースは1台の／℃もで運行いたします

2，160円（2．400円） 1，080円（1．200円）

【GLJ椚新相打珊甘■lⅧllT－

■行程／京都嵐山花灯路－2013＜澹月梧巨中の島公国嵯峨野竹林などの「鼠山花灯路」自由散策＞
「三十六蛭かづら野」で京料理（湯豆腐付）賞味

■発車時刻／1700　■所要時間／約3時間半　■運行期間／12月14日～23日　毎日
漬GSGLコースは1台のバスで運行いたします

4，260円（4，500円） 3，180円（3，300円）

U†E■爬鮒血相MTlt靂mii事

■行程／京都・束山花灯路－2014　　　　　　　　■発車時刻／1730
＜知恩院から清水寺までの「束山花灯路」自由散策＞t所要時間／約4時間

「京料理いそべ」でまるやま弁当賞味　　　　　■運行期間／3月14日～23日　毎日
※パスは知恩院・高台寺・清水寺で乗降の取扱し咤いたします

5，720円（6，000円） 4，440円（4，580円）

⑧075－672－2100（京酢定期観光バス予約センター）

券面記事【西鉄旅行「三都物語」○コース】※○はコース名を入力して下さい。 別行権チェック要

京のパワースポットめぐり

■行程／随心院、御寺泉涌寺別院芸罷院、神泉苑、神泉苑平八（京料理
の昼食）、晒明神社、俵屋吉冨（10／21のみ除外）

■発車時刻／9：50　　■所要時間／約5時間半

■晴明神杜で厄除守授与
■運行期間／10／5仕）～10／28（月）月・土・休日

8，500円（8．900円） 5，950円（6，150円）

■行程／上賀茂神社（特別参拝）、
鞍馬寺「鞍馬・くら満荘」でくらま弁当貰味、貴船神社

●発車時刻／1010
●所要時間／約6時間半
●運行期間／10／1（火）～11／29（金）平日（但し、10／22・23運休）

昼食付／小型バスで運行

7．510円（8．000円） 4，710円（4．950円）

京都おとなの社会見学

■行程／宇治茶丸久小山図、月の蔵人（昼食）、月桂冠大倉記念館
サントリー京都ピール工場

■発車時刻／920

■所要時間／約7時間
■運行開聞／10／3（木）・10（木ト21（月）・28（月）・31（木）

6，360円16，800円） 4．180円（4，400円）

■行程／京都大学キャンバストークツアー、京都大学総合博物館、

東映京都錆影所東映太秦映画村、頒郡大学学生食堂で自由食

■発車時刻／1100

■所要時間／約6時間

■運行期間／10／5（土ト6（日ト19（土ト20（日）・26（土）・27（日）

6，650円（1200円） 4，120円（4．380円I



＝暮トロッコ列車運転日・運賃（片道） 運転日／10月1日～12日29日 　3月1日～31日　　　－ 運休日／水曜日 �∴ノ血虹 】芦 ���　　い’㌻1ノ ‰言－．と＿町＿ ・・ア 巌＞、て′叫警・竃＝　　＿【＿一．．巨暫： 

（水曜日が祝日の場合は運転）i薫．－ご＿三．；オ　　　　　　　　　　　　　　i �� �人．‾1－′ご一軍零■■■■酎 ・一＞J・ごノー・ ；崇10′竿芸芸芸芸1㌔？こ誓、■藍二転こ∴．】1．　．．賢 �� �【ゝ‾’て〝、’r‾・■一一顎i　∴∴ユー郡華‾転∵ぺ攣乳） 

什料金一重小人300円Ij■幽藍漂．＿．＿謂　　　　。。 ����　　　　　　　　　　　　：／ □出船日／10月1日－3月31日（12／29－1／4は運休） 

認諾諾お乗。凱途中下車排熱軌と年は複○　　■一一粁三、ヤ ■トロッコ列車時刻表 �嘗□富力窟璧里嘗・嘗 　　峡 ���　※12月上旬～3月9日はお座敷暖房船での運航 ■出船時刻／9：00・10：〇〇・11：00・12：〇〇・13：00・ 14’〇〇・15‘30 

ニ　嵯峨野観光繰1号】3号　5号‡7号！9号11号13号15号 � ���※冬期お座敷暖房船は10：〇〇・日：30・13：〇〇・14：30 

喜トロッコ嵯峨発9：0710：0711：0712：0713：0714：0715：0716：07 トロッコ嵐山発9：1010：1011：1012：1013：1014：1015：1016：10 トロッコ保津峡発9：1810ニ1811：1812：1813：1814：1815：1816：18 ���� 

■所要時間／約2時間（水tにより多少の早遅があります） 
l；1トロッコ亀岡着　9：3010：3011：3012：3013：3014：3015：3016：30 ����■雨天の時／船にテントを張り通常通り運行します。 ■運航中止／■風雨および増水の場合。 

■定期乗合船／24名（冬斯暖房船は16名）数水量により変モする場合もございます。 

■乗船料金表（消貴税含む） 

大人3，900円　小人（4～1a此）2，500円】 

運転日は係員におたずねください（上官己は平成25年3月16日改正の時刻表です。） ���� 

泰舅脚声望製＝簑茎景謝 �■京都 �市内フリーコース（1台あたり �����������）　　　　　　　　　　　　利用タクシー会社：ヤサカタクシー 
＼ �����小型タクシー（4名乗 �������り） ��中型タクシー（5名乗り） �����ジャンボタクシー（9名乗り） ���� 

3 �時 � � ��9，900円（連射0，980円） ���������12，000円（通常13440円） �����15，000円（粥16．380円） 

4 �時 � � ��1 �3，2 ��00円（遇輔14，40円） ������16，000円（通常17，920円） �����2 �0，000円（通常21．840円） 

㌻‾‾‾〒〒ニ二三等一 　　　　㌔ �5 �時 � � ��1 �6 �5 �00円（通常18．300円） ������20，000円（通常2乙400円） �����2 �5，000円（通常27．300円） 

6時 �� � ��1 �9 �800円（通常21．960円） �������24，000円（通常26．880円） �����3 �0，0 �0 �0円（通常32．760円） 

7時 �� � ��2 �3，100円（ ���� �常25．620円 ��） �2 �8，000円 ��（’ �常31，360円） �3 �5，0 �0 �0円（通常38．220円） 

●上言己料金 �� �������� �金・有料退路 す。 1必要とな R京都駅八 ��、金・ す。 ［コタ ��拝観料金・怠 �� �なります。 

●JR京都駅配車の �����京都市内に閉り 串です。 ����������クシー乗り場 

′ざ・篭顎軒・亘ソーナ　　ーけ＿三菱至・霞芸・．済書ヨニコ、1－′′ 

1÷き慧＿‘≧一≧應‾一・一二　遅塗誹－1■【▼汰一〇 

販売店の ���宮 ク �手配 ラス �l運輸 ：基本 ��l㊨ l利用 ��TXO55501クー 時間：婁本l⑳0 ���120－818－96 ���� 

DJb �1ら �の自動 ��� ���せん。イントラ ����（販売商品 �一員）の手記申込書 ��を �FAXして ��ください。　　　　　l 

闘n蓋西口匡　　　　　　担l

芋粥軍等三二
・霧，顧l一芸∃

過孟畠完壬園才己月
よしもと祇園花月では、なんばグランド花月同様、毎日澤才・諸芸等と

京都オリジナルの紙園吉本新書劇を公演しております。人気の若手か
ら実力派のベテランまで、日替わりで豪華なメンバーが出演中。

12：30～

12：30－ 15：30－

＃春休み・GW・羊休み期間中は平日も土・日・祝日同様2回
公演となります。詳しくは公演スケジュールをご覧ください。

（http．／／wvvw．yosMmoto．co．jp／gion／）

アクセスー京販t車祇園四条駅7番出口より徒歩約5分

全席指定席 ���特別興行期間（12／28－1／5） 

料金 � �当日券 �前売芳 �当日券 
（大人・こども同針 �3，500円（税込） �4，000円（税込） �4，000円（積込） �4，500円細込） 

※4歳以下で兵長110cm未満のお子様は膝の上での観劇であれば無料。



なんば汐等ンド福相

1匡旧公演 ��2回臼公演 ��3回臼公演 

平日 �11 �00 �14 �30 � 

土・臼・祝日 �09 �45 �12 �45 �15：45 

なんばグランド花月では、お馴染みの漫才、落語、奇術、
コント、吉本新喜劇などバラエティに富んだプログラムを
365日上演しております。日本一の笑いの殿堂で、心行く

まで楽しい時間をお過ごしください。※讐誓猥認諾讐票法品雷詔警写譜謡だ崇讐器芸雪夏雲野蒜革

全席楕定席 特別興行期間 （12／28～1／5）

1陪席：4，500円㈹込）

2階廃：4，000円（税込）

叩貸・2階簡共：

5，000円（積込）
※4歳以下で身長110未満のお子様は膝の上での観劇であれば無料。

なんばグランド花月までのご案内

地下鉄御堂筋線難波駅3番出口を出

南海通りを乗へ1つ目の四つ角を右

1・個人様（4名以下）のご予約についてはご観劇希望日の2ケ月前同日から受付いたします○（5名以上の団体は6ケ月前から受付致します）
2キャンセル料は侶人様（4名以下）の場合は観劇日の2ケ月前から発生します（ご予約時点で買取りとなります）。団体様（5名以上）の場合は

観劇日の1ケ月十1日前から発生します（以後、買取りとなります）。
3車椅子のお客機は予約時にお申し出下さい。

別行程チェック軍 ⑳0570－064＿489

公演期間2013年12月中旬～2月上旬予定　洪全52公演（休演日あり）
S席（1躍鳳2曙席前方）8．000円　A席（S庶郡以外）6．000円　数未就学児入場不軌
公演中の飲食不可（開演瓢休憩時間は可）各公演日・公演時間はお問い合わせ下さLl。

きだで、おトクかタクシー■光

軸奈貞
手軽で、おトクな観光タクシーで人気スポットを観光。

※入館料や拝観料は料金に含まれません

※タクシー乗務員による観光案内はございません。

●期間／平成25年10月～平成26年3月 
（除外日12／23～1／6） 

※明日香万葉コース：月曜日は設定除外（祝日の場合は翌火曜日） 

●ご利用開始時間／9：00～15：00 

●料金／2時間5．100円（小型・中型タクシー1台咽あたり） 

く桜井駅出発プラン＞

①【明日香万葉コース】石舞台古墳→岡寺→奈良県立万葉文化館

②【長寿道コース】安倍文殊院→藤原書跡（車窓）→おふさ観音

③【長谷寺コース】出雲十二柱神社→長谷寺

マルス番号①26488②26490③26492 別行程チェック要

価格帯．＊＊（基本）

※特企券です。払戻手数料210円。全巻片未使用で

勃砂＝菜■ �辺試行釣符 �原隆司＝果 �麹闘＝晃 �矧 �金 

‾‾＿‾ぅンチ ‾クルーズ∵ �12：00・・・－ 14：00 �大阪湾 クルーズ �乗船のみ �大人望。5⑳⑳円／ �l人1。盈＄⑳円 
ルミナスランチ �大人番。7⑳◎円／ �l人畜∩45⑳円 

ふらんす懐石コース �大人8．800円／ �l人7．550円 

ステーキバイキング �大人5．800円／ �l人4500円 

ディナー クルーズ �19：00一一一 21：20 �明石海峡 クルーズ �乗船のみ �大人2．500円／ �l人1．250円 
ふらんす懐石コース �大人8．800円／J �l人7．550円 

ステーキバイキング �大人7．900円／J �l人6．500円 
※当日の気象・海象等の状況によりコース変更及び運休する場合もあります。※小人は6歳から11歳まで。※幼児（小学生未満（5歳以下）は大人1名につき、 1名無料。2名以上より小人料金となります。）刺しミナスランチはメインを肉又は魚からお選びいただけます（ご予約時） ※ステーキハイキングはビーフステーキ食べ放題の人気メニューです（こ利用が20名未満の喝合はオーダーハイキング形式となります） 



「三都物語」
プレゼン下キャンペーン
平成お年10月1日（火）一平成26年3月31日（月）

期間中「三都物語」で旅行された方の
中から抽選で、宿泊券など

すてきな賞品をプレゼントいたします。

（30名様×3都市）

●「三都物語」向け商品をお買い上げい
ただいた際にお渡しする「キャンペーン

応募ハガキ」に、住所・氏名・年齢など
ご記入のうえご応募ください。

●平成26年4月柑（月）の消印まで有効で丸

●ご応募いただいたハガキの中から、
2カ月に1度（計3回）厳正なる抽選を東鶉。

当選は、賞品の発送をもってかえさせて
いただきます。

※写真は賞品の例です。

（3万円相当の場合、1万円券3枚となりま■れ）

旅行条件のご案内　　　‾‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　二≡

この旅行は、西鉄旅行株式会社（以下「当社」と云う）が企画　募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と雰集型企画旅行
契約（以下「旅行契約」と云う）を締結する軍になります。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送　宿泊機間そ
の他の旅行サービスを受ける琴ができる校に手配し、旅程琶理をする翠を引き受けます。

旅行契約の内容　条件は、各コース毎に明示している条件の他、下記条件及び当社の旅行濃約款によります。当社旅行業的
鞍をご希望の方は当社にご調求下さい。

1．旅行の申込み及び旅行契約の成立

（1）所定の申込率に所定零頂を記入の上、申込金を涛えてお申込み下さい。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」それ
ぞれの一部又は全部として取扱います。

（2）電話等の通信手段にてこ予約の甥合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込零の提出と申込金の
お支払いが必要です。

（3）お客様との旅行契約は、当社がご予約を承諾し申込金の受領をもって契約の成立となります○
（4）申込金（おひとり横）はコース毎に誼敲した金額又は旅行代金の20％相当観（但し百円未満は切り捨て）となります。

2．旅行代金のお支払い隕隕及び旅行代金の週内

（1）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日目に当たる巳前までにお支払い下さい。
（2）旅行代金は、各コース毎に記敲しています。こ出発日とご利用人畝（入室条件）でご確認下さい。
（3）コース毎に特に注釈がない甥合、旅行出発日現在涌12歳以上は大人代金、滞6歳以上（航空機利用コースは3歳以上）

12歳未満の方は、ことも代金になります。

（4）ご予約人数に変更が生じた場合は、係る入室人数条件の旅行代金に変更させて抱きますd
（例　大人4名でご予約の内、大人†名の減員が生じた甥合は、大人3名入室時の旅行代金適用になります。）

3．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの

（1）旅行日程に開示した交通機関の運鏑巨料金、宿泊料金、食事料金、観光料金、消費税、その他が含まれます。
（2）旅行代壷に含まれる費用の内、運送機間の利用等紐は特に注釈がない隈リエコノミークラス利用となります0
（3）旅行日程に開示した以外の交通脅、飲食ヰ及び観光芦、個人的な飲食費　通信員、サービス料、専用個室利用追加代金、
希望者のみが参加するオプショナルツアー代金は旅行代金には含まれません。

4．旅行契約内轡及び旅行代金の賓モ

（1）当社は天災地変、運送宿泊観閲等のサービス提供の中止、当初の運行（航）計画によらない運送サービスの提供その他の当社
の関与できない串由が生じた場合、契約内容を変更する零があります。またその変更に伴い旅行代金を変更する顎があります0

（2）著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運嫡料金の改定があった場合は、旅
行代金を変更する事があります。増照の甥合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知し
ます。

（3）（お客様の交替）お客様は当社の承諾を得て所定の手数料をお支払覿く琴により、交関する奉ができま‾れ

5　お書樽による旅行契緋隙

（1）お客様のご都合で旅行契約を解除される甥合は下記の取消料をお支払戴きますこお取消しの連絡は、旅行の申し込みを
受けた∈振売店の官業時間内にのみお受けします。

（2）当社の責任とならないローンの手続き上の事由による取消しの甥合も下記取消料を敲きます○
（3）下露己の場合は、取消料は戴きません。

①当社によって旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われた時。（a）旅行開始日又は終了日の変更。
（b）閥光地、観光施設、その他の目的地の変更。（C）運送惰間の種類又は運送会社の変更。（d）運送愕間の「設

儒及び等鋒」のより低いものへの変更。（e）宿泊施設の変更。（り宿泊施設の蛮室の樺郊巨設備一景観の変更。
②上記4－（2）の規定に基づき旅行代金が増額された場合。③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合0
④当社の責に帰すへき事由により、当初の旅行日程通りの巽樋が不可能となった時0

型陥芯冨呂■淵加刑■i孔皿絶I兜ti1戌山脚■亡ヨuu■■■■棚山二m脚■1■■

7．逓■■零

（1）個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お富枝が旅行サービスの提供を受けるために必要なク‾ボン券頚をお渡
しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご白身で行っていただきます。

（2）現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサ‾ビス内容の変更を
必要とする事由が生した甥合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます0

8　当社の責任及びお寒櫓のt任

（1）当社は当社又は手配代行者がお客軌＝綿害を与えた時は摘草を帽償致します。（お荷物に関係する賠償限贋謁は15万
円）但し天災地変、運送・宿泊横間の事故若しくは火災、運送機間の遅延、不遇又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更
若しくは旅行の中止、伝染病による隔紺、自由行動中の亭故、食中帯、盗難などの甥合はその1任を負いません¢

（2）当社はお客様の故悪文は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った甥合はお客様から損害
のほ偶を申し受けます。

9，特別補償

当社はお客様が当旅行参加中に、急淵かつ偶然な外来の率故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅
行集約歎特別補償規定により、一定の補償金及び入院見舞金を支払います。

【国内旅行禍害保険加入のおすすめ】上記補償では、損害治療等については充分な補償がありません。受心して旅行をして熱く為に、
別途［任意保険］を撒けられる梯お勤めします。 ★★当社にて取扱いができます。諸掛こついては係員にお琴ねください。★★

10．旅程保鉦

旅行日矧こ5－（3）－①に掲げる重要な変更が行われた甥合は、旅行業約款（企画旅行契約の部）の規定により、その変更
の内容に応じて旅行代壷の1％～5％に相当する顎の変更補償金を支払います。但し1旅行契約について支払われる変更補償
金の取は旅行代金の15％を限度とします。又1旅行契約についての変更補儒金の額が千円未満の甥合は、変更補償金は支払
いません。変更補償金の禅定基虚となる旅行代金とは、追加代金を含めた代金観です。

11その他

（1）添乗i同行の有無は、各コース軌こ表示しています。なお添乗員が同行しないコースの旅程要理業務を行う当社の連絡
先は、西鉄旅行（株）みちくさセンター（092）524－3551です。

（2）天災地変、気象条件（台風積雪大雨など）、事故などの影響で運送機間の遅延不通により生じる代等運送交通費の
差額　延泊宿泊繭　食事代などの旅行代金に含まれない諸員用はお客様の負担となります。

（3）当社はいかなる甥合でも、旅行の再実施は致しません。
（4）不旅行条件は、平成25年8月1日現在を基準白としております。

●当社及び下記「販売店」欄紀鮫の受託旅行業竜は、旅行申込の軌こ提出された申込事に象己駁された個人爛軌こついて、お客様
との浬格のために利用させていただくほか、お告様がお申し込みいただいた旅行において運送　宿泊機間等の提供するサービス

の手配及びそれらサービスの受章亨手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他（1）会社及び会社と提携する企業の商

品やその他、キャンペーンのご茶内。（2）旅行参加後のご恩見やご感想の提供のお騨い。（3）アンケートのお願いb（4）特典サ
ービスの提供。（5）統計資料の作成。にお宅様の個人情報を利用させていただくことがあります○

●当社は旅行先でのお客様のシヨツピンク等の便宜のため、当社の保有するお宅様の個人データをデユ‾ティ‾プリ‾シヨツパ【
ズなどの土産店に提供することがあります。この場合、お寒横の氏名、摺乗される航空便名を、あらかじめt子的方法等で送付す

ることによって提供いたします。なお、提供の伸止を希望される場合は、出発の14日前までにお申し出下さいつ

解持時期など ���取消料（違約料） 

無　　　　料 

⑤旅行開始日の当日 ��� 

⑥操行 � �不蓼加 � 

6．当社による旅行契約の解除

次の場合、当社は旅行契約を解除する翠があります。（一部例示）
（1）旅行代金が所定期日までに支払われない甥合。当社は当該期日の翌日に於いてお客様が旅行契約を解除されたものと

し、上冨己当該解除日の取消料を違約料として覿きます。
（2）参加者が最少遂行人員（パンフレット記載の人員）に満たない甥合。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって13日日に当たる日より前に通知します。

（3）申込み条件の不適合及び病気、団体行動への支障その他の理由により旅行の円滑な実施が不可能な時。

ホームページアドレス　http：／／www．nishitetsutravel・jp／

賢鴛◎西鉄旅行㈱塵雷管窒晋呈㊤ポコ帽随員
（観光庁長官豊砕旅行毘儲579号）福岡市中央区系院3丁目16－26　－姐社団法人日本旅行琵協会正会員

●お申込み・お問い合わせは

受託販売

旅行業務取扱管理者とは、お客様の取扱う営業所での取引に間する責任者です。


