
■出発日：2013年10月1日～2014年3月31までの毎日（但しホテルにより除外日がございます）
山陽九州直通新野領九州～山碍エリアを直通運転する列車（さくら45ト458・500番卦みずほ全便）九州内完結節季撒…九州内（新下関含む）終始着の列車（さくら300屈己以外の400番台つばめ全便）

●スケジュール【のぞみ／ひかりご利用の場合】

1霊芝≡≡芸≡器博多駅′小郡超空巴京紺‥姦通義．芸言呂…芸芸らまま二・ホテル

2　2日目は1日目の逆行程になります

＠佐賀駅・佐世保附諌早駅・長崎駅
～博多駅と中津駅・大分駅・別府尾R
～小倉駅は特急指定駅となります。

（※1新飯塚～博多は普通列牽、
行橋～小倉は特急自由席）

⑧新鳥栖阻久留米駅・筑後船小屋駅・
新大牟田駅・熊本駅・新八代駅・鹿
児島中央駅川l内駅発は九州内完
結新幹線さくら・つばめをご利用の
上、博多尾Rにてのぞみ・ひかりにお
乗換えとなります。

◎新島楢附久留米駅・筑後船小屋駅・
新大牟田駅・熊本駅卜新八代駅・鹿
児島中央駅川l内駅発は山陽九州
直通新幹緑さくら・みずほこ利用と

1霊喜≡≡芸≡』欝脚′小鮒望盟新大阪駅交通還書芸三㌫まおホテル

22日目は1日日の逆行程になります

■スケジュール【山鴨九州直通新幹線さくら・みずほご利用の場合】

1霊書芸≡芸草竺聖賢琴軍軍新爛交痴お酢負担とな。ます。ホテル到薦臥フリータイム

22日目は1日日の逆行程になります

く販売店の皆様へ〉利用時間・価格帯57（1泊）／58（連泊）／51（早割）JR発券≡郡　※詰発駅アレンジOK　岩石芸㌫

鮎 ■大人お1 ��� ��観相E≡事ち ���茄 �■■1泊2E】N0．1095831連泊No．109584l 
▲　凪　‾訂 ����1■聖泊1泊日よりお一人様 

人様1泊2日基本代金（JR往復博多⇔京都／食‾事なし）　　　　　　　　　　　単位・円 

入室 人員 ��力 � �� ��� �� フ‾ ゴ リ � �� ��� 

平休日 �休前日 �平休日 ��休前日 �平休日 �休前日 

J R ち ト フ ヲ �3名1室 ��73 �20．800 �27．300 �24．300 ��29，600 �28，200 �29，600 

2名1室 ��52 �21．800 �27．800 �24．800 ��30，100 �28，800 �30，100 

1名1室 ���28，100 �31．600 �30．200 ��32．900 �32．100 �32．900 

小人（小学生） ��� 

延 5日 †七 会 �3名1室 ��73 �4，000 �7．900 �6，500 ��9，300 �8，600 �9，300 

2名1室 ��52 �5，000 �8，400 �7．000 ��10，000 �9．000 �10，000 

1名1室 ���8，000 �11，000 �9，600 ��12，700 �11，800 �12．700 

※除外日：12／31～1／1・5i曇11／10～12／6・29～3（）．、3／21は �������應垂旦熟し1．9／室と〕ノも＿㌢1．9．遥択＿早・卓9躾雫埜月数 

コ■1泊2日No．109588】連泊No．1095891早割No▲109590 

大阪 ■大人お1 ���塑卦ン都ホカ炊飯還 �������1泊日よりお一人様　　朝食付プラン 

様1泊2日基本代金（JR往復博多⇔新大阪偲事なし）単位・円　20日前割引お一人様1泊に付500円引き 

入室 人員 ��力 �10／1一一4 1／13－17 � �� ��� �� フ‾ コ リ �� ��12／29・－30 ���12／31～り1 

平休日 �休前日 �平休日 �休前日 ��平休日 �休前日 

J R ち ト 三、 ヲ �3名1室 ��53 �22．800 �23，900 �26．100 �25，200 �28，400 ��25，200 �31，900 

2名1室 ���24，600 �25，400 �28，500 �27，300 �31，600 ��27，300 �35，400 

2名1室（I） ��56 �25．600 �26．400 �29．500 �28，300 �32．600 ��28．300 �36．400 

1名1室 ��41 �29．400 �29．900 �32．800 �31．200 �35．400 ��31．200 �39，400 

小人（小学生） ��� 

延 泊 代 金 �3名1室 ��53 �4，800 �5．000 �7，400 �6．200 �9．400 ��6，200 �12．400 
2名1室 ���6，600 �6，800 �8，900 �7，700 �12．600 ��7，700 �16，000 

2割室（I） ��56 �7．600 �7．800 �9．900 �8．700 �13，600 ��8．700 �17．000 

1名1室 ��41 �10，200 �10．500 �13，000 �12．000 �16，200 ��12．000 �20，000 

警旦各1室け）旦プk＿裏ア秦ツイン　塑vlノ1～貫、言．42＿1．」蔓休前邑吸いり－］ノ三軍、眉／＿Tp、、声援9堺平休日担い 

■基本代金／往復JR代金（のぞみ・ひかり号普通車指定席利用牒多駅発着）＋宿泊代金（1泊食
事なし）■最少催行人員／2名（但し、同一区間・同一行矧こ関ります。）■6歳以上12歳未満の
万は子とも基本代金となります。（6歳未満のお子様は係員にお尋ね下さい。）子ども代金はお
とな1名様＋子とも1名様より適用となります。■お申込み会（おひとり様）／旅行代金の20％■
添乗員は同行しません。■お申込み／ご出発当日まで受付（通信販売、代理店販売の場合は受付
期限が異なります。）
く宿泊について〉●宿泊プランのみの設定はございません。●最大6泊7日まで連泊が可能です。
（要事前予約）●延泊代金は大人子ども同語です。●3名1室利用の場合ツイン＋エキストラ〈又
はソファベッド〉となります。●基本代金表中の日付はすべて宿泊日基準です。●連泊割引は同
一ホテル、同一部屋タイプ、同一入室の場合に適用となります。（他割引との併用不可）

〈JRについて〉●6歳未満のお子様でも指定席をご利用の場合は子とも運賃料金が必要となり
ます。●新幹線は指定席のご利用となります。ご旅行のお申込み時にJRの時間帯等をご指定く
ださい。但し、指定席の確定はこ乗車日の1ケ月前以降となります。●お申込み後の指定席の変
更は、ご乗車前1回のみとなり、同一日、同一区間、同一設備、同一種別の列車に限り、ご旅行出
発日の出御時刻2時間前後前までにお申込店舗の営業時間内にお申出ください。JR券の差し
替えが必要となります。（取扱店舗によっては条件が異なる場合がございますので、お申込店舗
にてご確認ください。）●取消の際はお申込店にて手続きを行って下さい。出発当日の場合で
お申込店にお立ち寄りできない場合はお近くのJR窓口にて出発時刻の2時間前までに列車の
取消手続きを行って下さい。（取消証明のない場合は払い戻しできません。）※変更・取消の際
は必ずJR券をお申込店舗へご提出ください。●ご旅行出発後、JR券の乗車日、列車の変更等
はできません。●JR券面上の駅以外の途中下車はできません。券面上の駅以外での途中下車
は全て前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。●原則として往復のこ利用となります。片
道のみの払い戻しは一切出来ませんのでご注意ください。●JR券を紛失した場合、再交付はで
きません。●列車の遅れや運行不能の場合は、駅にお申出いただき、JR券面にその旨の証明を
受けてください。その際、JR券はお申込店舗にご提出ください。

＿・．■一一 界都 ��� � �　1 ��「イン（02399）扇 ����判1泊日よ。お‾ �� 

ー蓄汀門三吉　　208前割引お一人様1泊に付 �������00円引き 

■大人お1人様1泊2日塁本代金（JR往復博多⇔京都／食事なし）単位＝円 ����������� �デラックスル1躍即哨合お一人綿500円追加 

入室 人員 �力 � ����10／12・－31 �� ���11／17～・30 �� フ‾ コ リ �1／5、3／14 ���� ��3／15～31 

平休日 ��休前日 ��平休日 �休前日 �平休日 ��休前日 �平休日 �休前日 

J R 苫 与 ≡ �3名1室 �53 �24，200 ��28．600 ��25800 �32，800 �31．800 ��32，800 �32，800 �36，800 

2名1室 ��25．200 ��30．700 ��27，600 �37，400 �35，200 ��37，400 �37，400 �40．600 

小人（小学生） �� 

延 子白 †■七 会 �3名1室 　53 2名1室 ��6．800 ��11．000 ��8．400 �12．800 �12，200 ��12，800 �12，800 �17，300 

7．800 ��13，000 ��10，000 �17，600 �15，600 ��17，600 �17，600 �20，900 

‡三三除外日；12／3ト1／2　崇11／1～鮎影1＿～臥3／21は休前日扱い、1．0／5、11／22、12／7、1／4、2／19、3／20 �������������は平休日扱し 

壬 ■大人お1 ��� ��E寿都ホ； ��－ll■1； �白2日No．1 �09591連泊ND．1095921早割No．1D9593 
乙亡 ��■E斉f訂 ��虔石打り－ �連泊 割引 �1泊目よりお一人様　朝食付プラン 500円引き絹引の併用不ロ1，500円追加 

様1泊2日基本代金（JR往復博多⇔新大阪／食事れ）単位 �����円20目前割引お一人様1泊に付500円引き 

入室 人員 ��ヤ ゴ �10／6r〉11 12／8～13 � �� ���12／31一一1／2 　2／24 � 

LJ �2／2－7 � � �平休日 ��休前日 �3／21～22 

J R ち ト ブ ヨ �3名1室 ��52 �20，800 �23．600 �24．900 �24，600 ��27，400 �28．800 

2名1室 ���21，800 �24，800 �26．400 �25，900 ��28，400 �29．300 

1名1室 ��41 �27，200 �27，200 �27．700 �28，200 ��29，000 �29．800 

小人（小学生） ��� 

慧 代 金 �3名1室 ��52 �5，100 �5，300 �6，300 �5，400 ��8，000 �9，500 2名1室 ���6，400 �6．600 �8，000 �6，900 ��9，000 �9．900 

1名1室 ��41 �8．700 �8．700 �8．900 �9，000 ��9．400 �10，400 

くJR発着地別追加代金表〉（大人お一人様63／ことも半覇）（単位：円）＼長博多駅発着くのぞみ・ひかり利用〉の妄本代金に下記代金で、霞寄りの駅からのこ乗車が可能です

博多・行橋 �小倉 �新飯塚 �佐賀 �新島掛久留米 �筑後船小屋 �新大牟田 �熊本 �新八代 �佐世保・諌早 �長崎 �中津 �大分・別府 �川内 �鹿児島中央 

一三l Hp �のぞみ ひかり � �基本代金 �－600 �300 �1，000 �800 �1．100 �1，700 �2．500 �2700 �1，900 �2．300 �1．000 �1，500 �4，200 �4，800 

12／27～1／5 �4，100 �3，500 �4，600 �5，800 �5，300 �5．800 �6．400 �7．600 �7月00 �6．900 �7，300 �5，500 �6，400 �9，700 �10，600 

新大阪 �さくら � �3，500 �2，800 �3．700 �4．900 �4，500 �4．900 �5．500 �5，600 �5，800 �5，800 �6，200 �4／700 �5，500 �7．300 �8，200 新大阪 �みずほ �12／27～1／5 �4．100 �3．500 �4，600 �5，800 �5g300 �5，800 �6，400 �7，600 �7，800 �6，900 �7，300 �5，500 �6，400 �9，700 �10．600 

●一部区間でも山陽九州匡≡通新幹線さくら（さくら45ト458・500番台）・みずほにご乗車の場合はさくらみずほの割増代金が必要となります。
‡ミ京都駅発着の場合は新手手繰のぞみ・ひかり号利用のみとなり、山陽九州直通新幹線さくら（さくら451・458・500番台）・みずほには一切ご乗車いただけません。

旅行条件のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ri下記のご井内は、旅行｛埴苅12舶4による耶1★件踊及び脚12集のSに定めてdt覿借■の‾即になり蒙す・
このr．詫行は、函法楕行路式会社（以下㌻当寺上」と云う）が企日詰媒し実施する企画旅行で、お宅仇ま当社と詐集型企画旅行実的（以下「旅行宍前」と云う　を繹紹　　【7．；添乗員等

（1）1て］人型プランは／烹乱打芸は胃行いたしません。お容ほが旅行サ▼ビスの提供を空けるために必要なクーポン芽犯をお′ぢしいたしますので、旅行サービス
の崇供を受けるための手招きはお琶慄ご白舅で行っていただきます。

（2）現地ヨ衆口が同行しない区間及び現地係員が二番を行わない区間において、悪天イヌ等によってサ【ビス内岩の変更を必要とする事由が生じた将合にお
ける代哲サ1ビスの享だ己及び必要な手続きは、お苗はこ自重で行っていただきます。

ト8・当社の責任及びお寒輝の糞任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

日）当社しま当社又は手記代行者がお笛伐に頂岩を与えたほほほ岩を認債致します。（お荷杓に閲係する帽償m駐日は15万円）但し天災地変、運送椙泊メ′箋関の
不節若しくは火災、辺送相聞の遥展、不通又はこれらのろに生ずる旅行日程の変更石しくじ【旅行の中止、伝染柄lこよる謂群、自由行動中の和紙、食中毒、盗
罠などの場合はそのこ任を凸いません⊂

（2）当社にお宅ほの故習又臨q笑、′云令壱しくは公序良俗に反する行為により当社が‡店を造ったぷ合はお宅傍から拍この括偶を申し受けます．

【9■　摘別補償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

当社はお茶伐が当旅行チ山中に、＝】詔かつ侶烈な外栗の郡故により生前、畠倖又は手荷記に策った一定のⅢ＝しこついて、旅行完約言特別補償規定により、【

Tr．∴∵∴‾r∴∴二王二TT－‾．・三°∴二二三二」⊥∴ご1「▼丁ニ■’ミ∴■‡∵■■i‾‾こr■1
10＿　旅キ呈保i正

旅行日掛こ5－（3）－①に和げる立至な空更が行われた塩台は、旅行空的亡失（企画旅行崇罰の郡）の兢定により　その変更の内岩に応じて旅行代会の1％～5
％に相当する和の吏更補償全を支払います。但し．1旅行矧削こついて支＝ムわれる壬生三補償会の印は旅行代全の15％を限農とします㌧又1旅行契約についての
変更祁慣蓋の臼が千円未乃のは合ほ、変更描償金は支払いません。変更補償室の算定空だとなる旅行代蓋とは、追加代壷を含めた代全閉です。

11・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

（1）ノ示乗り「L］行の前行は、各コース福に碧三示しています｛芳よおノ宗宍貢が同行しないコースの旅程〇三空茶声岩を行う当社の逆絡先は、西鉄旅行（椋）みちくさセン
ター（092）524－3551です。

（2）天災地変、㌫良策件台息ほ＝大雨など）、事故などの黙ど：で運送寸ノ三間の遅延不通により生じる代貸J召還交3円の王統泣泊宿泊n食草代などの旅行
代妄：に営まれない詣日用はお宅膵のn担となります。

（3）当ネ土はいかなる墳合でも、信行の用突指は重文しません。

：4）不旅行宍件しま、平成25年9月1∈∃現在を打率臼としておりますっ

●当社及び下記「騙㍍店」膵記舅の受託旅行長石は、旅行申込の「ケ己に提出された申込岩に‡己択された個人■Ⅵ餞別こついて、お吉絹との連結のために利用させ
ていただくほかお容七郎〕くお申し込みし、ただし、た旅行において謹選宿泊は氾計石の提供するサービスの手∈己及びそれらサーヒスの空相手続に必要な前回
内で利用させていたたきます。その他（1）会社及び芸子上と罠湧する企曇の商【吊やそのノ軋ギヤンへ－ンのご案内〔（2）旅行‡、如後のこな只やご懲切の提供の
お円い。（3）アンケートのお円い。（4）特典サービスの提供。（5相計旧制の作成。にお昌枝の何人惰弱を利用させていたたくことがあります。
●当社は旅行先でのお宅技のン≡ノピンク㌫の1妻宜のため、当社の保有するa写経の口人データをデューティ　フリ　ーシヨノパースなどの土産店に罠供す
ることがあります。この用合、お宅桟の氏名、i≡架される見て空便名を、あらかじめ電子的カノ三等で送付することによって罠倶いたします。なお、提供の停止を

この旅行は、西鉄旅行柱式会社（以下㌻当社」と云う）が企日詰媒し実施する企画旅行で、お宅仇ま当社と詐集型企画旅行実的（以下「旅行宍前」と云うを繹紹

ブる下手になります。当社はお古校が当社の定める旅行日程に従って還送椅′自慢閲その他の旅行サービスを皐ける市ができる絹に手指し、旅楕円昭をする爪
を引き空けますゥ

旅行契約の内岩宗作は、各コースi引こ開示している菜伴の柄、下記美作及び当社の橘行豊的謀によりますn当手上旅行ごゑ勺∈只をこ蒜嬰の万は当社にご㍍求下
言い。

11旅行の申込み及び旅行契約の成立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

（1）所定の申込書に所定事頂を記入の上、申込金を誇えてお申込み下さい。烹込会は「旅行代会」「取消料」「違i勺料」それぞれの一打又は全部として取扱います。
（2）芯ほ等の潤に手持にてご予約の弼合、当社が予約薫承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込己の提出と申込念のお支払いが必要です。
（3）お宅はとの旅行契約は、当社がこ予斉勺を承こ若し申込金の空欄をもって契約の成立となります。
（4）申込会（おひとり膵）はコース短に記揖した蓋研又は旅行代会の209も相当顎（但し百円栗帯は切り捨て）となります。

2．旅行代宝のお支払い期限及び旅行代壷の適用　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一】」

（‖膵行代金は旅行開始日の前日から廷訂してさかのぼって14日目に当たる目前までにお支払し＼下さい。

（2）旅行代会は、各コース毎に：己戟しています。ご山莞日とご利用人出（入室条件）でご詔㍑下さい。
（3）コース毎に特に′主留かないin合、旅行出発日現在吾12は以上は大人代蓋、言6歳以上（抗空寝利用コースは3託以上）12」言禾沼の方はことも代金になり

（4）ニラ約人鏡しこ空更が生じた愕合は、係る人望入試条件の旅行代宝に空更させて乾きます。
（例大人4名でご予約の内、大人1名のエ1iが生じた唱合は、大人3名人芸指の旅行代壷讐用になります。）

L3．旅行代壷に含まれるもの及び含まれないもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

（1）旅行日椎にE月示した交通借間の運il斜怠、招泊料会、会所村会、鵠光桐生、消㌍震、その他が合まれます。
（2）旅行代会に含まれる門用の内∴菅首消可の利用等矧悪制こノ三糟が震い限リエコノミークラス利用となります〈
（3）旅行日章封こ開示した以外の交ヨ凸、以食門及び雛光門、旧人的な餌食平坦fコ汚、サービス料、巧用口重利用追加代金、希望者のみか㌍加するオプショナル

ツアー代会は旅行代≦乙には富まれません。

L4．旅行契約内容及び旅行代誼の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

日）当社は天災地変、運送福′別　間等のサービス提供の中止、当初の運行（抗）に十両によらない澤送サービスの浣棋その他の当社の間与でき㌫い花白が牛しノ
た描合、契約内岩を星空する郡があります。またその変更に伴い旅行代芸を変更する事があります。

（2）所しい柁前m警の変動により溝㌫予潤される梢厚を大「詩に抑えて利用する運送用間の運賃料金の改定があった昭合は、旅行代壷を変更する事がありま
す。一〇孤の土〇台は旅行開始日の抗日から起ロしてさかのぼって15日目に当たる日より前に遁和します。

（3）（お岩イ属の支払）お客徳は当社のホ器を持て約定の手芸ヱ料をお支払誠く‾Jlにより交臼する声ができます。

15，お客様による旅行契約の解析
（1）お宅ほのこ折合で広行誓約を鰐隠される愕合は下記の耶消料をお支払琵きます．おJR消しの浬指は、旅行の申し込みを更けたほら占店の崇父ほほ内にのみ

お空けします。
（2）当寺上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1宗合も下記取消料を鮎きます。
（3）下記の将合は、職ノ　仰去鮎きません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ

当社によって旅行契約内岩に以下に作′示する塁壬な変空が行われたほ。（a）旅行閲㍑日又は終了日の変更。（b）閑光弛、㌍光雄言望その他の日的地の
変更三。（C）謹選相同の門摘文はノ下送実々上の変更。（d）澤送4′閲の．‾諸相及ひ芦別のよリノ氏いものへの変更。（e）宿′鋸試空の空室王。（畑訂泊ほほの告
．・■∴　　．■　さ■‾てい

〔訟上記4－（2）の規定に塁づき旅行代鼓か増的された憬合。〔ヨ当社が琴芝日程まを表：己の日までに交付しない粗鼓，④当篭の白にノ■扇丁へき事由によ

り、当初の旅行日程通りの冥桟が不可7遁となった隋。

無　　　　　料 

ノ穴の澗合、当ネ上は旅行実的不精「てする郡があります∩トロ例示）

（1）旅行代豊が所定柑日までに支払われない照会。当聖は当這朝日の⊇臼に於いてお宅雄が昂行契土を計やされたものとし、上こ≡当議露訂余巳の取消料を違約
料として裂きます。

〔2）㌘加着が藁少運行人員（パンフレット≡∃戦の人口）に笥たない場合。この持合は、旅行開始日の前日から蘇算して言かのぼって13日目にヨたるヨより前に
霊虜］します。

（3）申込み来任の不凸合及び病気、ヨ誉子了勤への支「なその他の耀由により旅行の円語な突指が不可ざ三なヨ寺。

賢◎西鉄旅行塵琵警窒晋呈葛ボ〕「閲会員
（餌光庁忘官登録旅行業第579号）福岡市中央区毎院3丁目16－26－億社団法人日本旅行業協会正会員

●お申込み・お問い合わせは
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