
－ � � � � � � � � � � 

ソニック、にちりん �大分 �塁本代孟 �追加なし �200円 �200円 �3，300円 �4，200円 �乙700円 �3，300円 �2，200円 

ゆふ・ゆふ森 （途中下車あり） ��2，200円 � � � �1，100円 �2，300円 � � � 

ゆふ・ゆふ森 （途中下車なし） ��1，500円 � � � �600円 �1，800円 � � � 

け商品No・■爪 �鵡CDOつ一061TJl u劉＿’ �”■■三園■随 怒、｛　　QJlJ▲ �����湾 � �E：匹匝］15 ��喜 00裏書 09∧き弓 

影敦完 ������ �tE辺遍ヨ1竺 

逼慧≠去J代．‾　′・ ��れしいポイント） ���固 ㊥ 

中 ���ロビーにて （ドトールコーヒー） 

ひ・i飴‾ 

L 濾■■ 

大 �二二十一二霊〒 �代金 �（博多駅発着／岨脳波臼）鮒＝円 　ミミ・。㌻一轟㌢㌻竃整 

1妻 撰 要 吉ノ ．才J 薫‘三 二こ ．、送で �2名1室 �52 �10，100 

2名1茎（セミダブル） �68 �9，000 

1名1室 �41 �10，700 

なし �� �� �� 

2名1茎 �52 �5，700 

2名1室（セミダブル） �68 �4，600 

1名1室 �41 �6，300 

t商品No．■服 � � ���� � 

lル乃ンI �正 �紆ル大分固 ���甫桓≡荒 ��密 �狙 

j ノ �W■∵㌻「お軸タイプシングル（23「ポ）／セミダブル（23∩て）／ 　　ツイン（32nて）／ツイン＋ソファベッド（32「巾 　ヨァクセスJR大分駅よ。徒歩で約8分 ； 　≦大人お一人様1泊2日塁本代童（博多駅繁簡／旺蛋匿霊魂）難＝円 

を．遜 、．で �：dン ◆‡ も て、人、 －と 二二‾∫1「 �普 く蓼 慧 頭 � �� �・主で：三　三：≒ ��� �■ヱ／三 � 

蓮＝ 惑 星 妥 買 l毒 �3名1霊 �73 �9，300 ��� �12，4 �00 

2名1室 ��10，300 ��� �13．5 �00 

2名1室 セミダブル �66 �9，000 ��� �11，9 �00 

1名1室 ��11，400 ��� �14，0 �00 

2名以上1室の場合、上記 ���基本代金よリ2，200円引き 

3名1室 2名1室　73 ��4，900 ��� �8，0 �00 

5．900 ��� �9，1 �00　　r 

2名1璽 セミダブル66 1名1室 ��4．600 ��� �7，5 �00　l 

7，000 ��� �9，6 �00　】 

帝蚕紆郡1，000円追加（レストランにて和洋ハイキング） 

㌣すご �� � � 

弓 を �2名1室 �52 �平休日 �9，500 

休前日 �10，000 

1名1璽 �41 �平休日 �10，100 
姉日 �10，600 

2名1室の場合、上記塁本代金より2，200円引き 

ごっこ■ 蜃 ム芝’ �2名1室 �52 �平休日 �5，100 

体前日 �5．600 

1名1室 �41 �平休日 �5，700 
休前日 �6，200 

l大分リーガルカ ������ ��闇垂 �痙　嚢逐靂ohj IEヨ辺ヨ11＝00．き 

書 信∴荊　汗 �� �� �����j 

ト；嶋一一工圭㍉わ． �≒　お酢崖タイプシングル（13nl） デ雲．パしぶ 虜隼圭沼 �≡　アクセス　JR大分駅より徒歩で約3分 

ミ一・㌧ ，一斉上皇 ≡嶋毎71二；け ＿＿∴＿＿箋烏′＿一Ⅶ＿｝叫～ �†′　送■■■迎　‾∴なし 

‥∴大人お一人様1泊2日基本代金（博多駅発着／囲）　単位＝円 

藍 � ���詩＋∴∴率 ���� � 

1名1室 �41 ��9．9 ��00 � 

1名1室 �41 ��5，5 ��00 � 

攣墾変1，000円追加（レストランにてパ �������イキング） � 

商品No． �MSG �DO2一 �661746（ �そ　叫 �02 ��509　　　　　　　　　　　　・ ����� �� 

▼▲ 膿l � � �▲ �■▼ � �� � ��J �管－ �大人24綱引き ��E五万3ヨ14：00蔓 E：匹証ロ12：00言 

㌢ �� �愕欝舞璽竪駆逐「お賢覧三プ認諾農芸志望′〒完‾㌢豊7ポ） 　　　‾■澄 
皇フ．・ �� 

「‾】攣こ二‾ギ �� �…一．＿躍．＝　　雲大人お一人様1泊2日基本代金（博多駅発着／gE閻）　空位■。 

、〉　ヽ ��　∃ 叫！“、、√∫へ、 州∧．小、州▲．．、＞．パン＿、＿、．＿＿＿越し寧担． ���� ��� � ��� �� 

崖、一室 こ彗迄 ���������� � �� 

1￥ 堅 ■才 1㌢ ．多ン 、・妻 漁 撞 ��2名1室 �52 �平休日 �11，500 ��1乙000 ��■14，300 休前日 �12．000 ��12．600 

2名1室 タフル �66 �平休日 �11．000 ��11．500 ��13，700 

体前日 �11．500 ��12．000 

1名1室 ��平休日 �12．600 ��13．100 ��15，900 
休前日 �13，100 ��13．700 

2名1室の場合、上記基本代金より2，200円引き 

2名1室 �52 �平休日 �7．100 ��7．600 ��9，900 
休前日 �7．600 ��R＿200 

2名1室 ダブル �66 �平休日 �6＿600 ��7＿100 ��9．300 

体前日 �7．100 ��7．600 

∃ ��� ��1名1室 ��平休日 �8．200 ��8．700 ��11，500 9．300 

断1，000円追加（レストランにて和洋バイキング） 

商品No ��■削■　　　　ど～●W 

才一　　　　　　封・塁≡琵璽■15・00… 

▲y　E迄匹ロ10：00∴ 

．I r 星‘ �d適 機雷即事一 家二抜諾琵藍 ���壷 rN �ソン ツイン（24州） テラセ貢‾‾JR大分駅より徒歩で 藩頂一・＿鷲だ函 －「、◆▼ 

∴二云＿一てノ・二コ 

女性用オリ �ジナノ �けメ二ティをプレゼント盲 

大人 �お一人 �様1泊 に �■‾■ご　　■ ��6E監逗ヨ）　盟位＝円 璽＿立法二㌢・三・を∵J・志十㌢ぶ 

．」rをt 杏 子 ン 笈ミ �2名1室 �52 �9，900 ��11．500 

1名1室 �41 �10，400 ��12，000 

⊥ふ∴∴ ��2名1室の場合、上記基本代金より2，200円引き 

2名1電 �52 �5，500 ��7，100 

1名1室 �41 �6，000 ��7，600 

野900円追加（レストランにて和洋バイキング） 

大人お一人様相2日塁本代孟（博多駅発雷／旺E≡遍ヨ）　　剰む円 

三㌢蕪ご �� �拉致・すき＝、き∴≡堅、・－ 

肇 �2名1室 �52 �9．600 

さ＋ �2名1室 ダブル �66 �8，500 

覇 �1名1室 �41 �11，000 

2名1室 �52 �5，200 

て‡ 怒r �2名1室 タブル �66 �4．100 

1名1垂 �41 �6，600 



（大分県）日出町　　03961 

サンリオ皐やラクターパーク 
ハーモニーランド 

パスポートチケット 

区　分 �田E1－　　割引料金 

4歳～大人 �2．800円→2．400円 

※駐車場あり（普通車1回：300円） 
※休園日、営業時間は、ホームページにてご確認下さい。 

お得な入場券プラン 
このパンフレットを各施設へお持ちいただいても割引はで 

きません。必ずお近くの西鉄旅行へお申込みください。 

区　分 �通　常　　■■l到ElE引Eヨ■■■ 

大人（18歳以上） �2，000円→1，700円 

高校生 �1，300円→1，110円 

区　分 �E■田■『　割引料金 

中学生 �1．000円→850円 

小学生 �900円→770円 

（大分県）別府　　　03964 

大分香りの博物館 
入館料 

区　分 �通　常 �l　　割引料金 

一般 �500円→450円 

高校生・大学生 �300円→270円 

小・中学生 �200円→180円 

※入館は閉館時間の1時間前までとなります。 

※駐車場あり（無料）※交通：」R別府駅からパスで約15分 

大分・別府レ＝ノラカーのご案内
』設定期間／2013年10月1日～2014年3月31日
ご利用駅営業所：大分駅・別府駅・由布院駅ヰ逮駅※他県への乗り捨て不可

：■i】亡 �‾‾‾‾‾‾‾完‾‾‾‾‾‾‾‾‾ �‾‾‾H1‾ �H2 �MV �‾wi‾‾‾‾‾ 

車種 �ヴィッツ フィット � � � � 

日数 �　他 （5人乗り） �　他 （5人乗り〉 �　他 （5人乗り） �　他 （7人乗り） �　他 （8人乗り） 

1日料金 �4．000円 �5．500円 �6．000円 �8．000円 �13．000円 

2日料金（1泊2日） �8，000円 �10，000円 �12．000円 �16．000円 �25．000円 

3日料金（2泊3日） �12．000円 �15．000円 �17．500円 �23，500円 �37，000円 

以後1日 �4．000円 �5．000円 �5，500円 �7，500円 �12，000円 

【ご利用時】クイックチェックインサービスにてご利用頂けます。
※クイックチェックインサービス案内をご拝読後、ご持参用申込用

紙へ必要蔓享項をご記入の上、当日ご持参下さい。
【その他】
●チャイルドシート短．無料
●出発後の払い戻しお客様のご都合により早期返却された場合

の払い戻しは致しません。
●当日のクラス変更出発当日や、ご利用途中クラス変更をご希望

の場合、クラスアップの際は、クレジットや現壷にてお支払いを
行って頂きますが、クラスダウンについて差積の払い戻しは致し
ません。

【販売店の皆様へ】
●票煙車・喫煙車については予約時に必ずリクエストをお固いします。
※メッセージがない場合は無指定扱いします．

●左記料金には、基本料金（レンタカー代基本保険）免責補償料
消費税が含まれておりますっ

●左記車両は、全車両カーナビETCを標準装備と致します。
●ご利用期間は、各営業所営業問始時間から営業所終了時間まで

となりま‾九万－、返却期間が営業所終了時問を超えた場合には、
1日追加料金を頂く事がございますので、予めご了承下さい。

【保験樽慎制度】
駅レンタカーでは、お害様へご安心してご利用頂くために、万一の事故の場合でも下記の金額
を限度として保険等による補償が付いております。
対人賠償：無制限（自賠責保険含む）
対物賠償2，000万円（免責0円）1軍故につき
人身傷害3，000万円まで（死亡時）1名につき
招乗者の自動空軍酎こよるケカ（死亡後遺隙容）につき、運転者の過失に関わらず、損容範を
補償致します。※限度額3，000万円損害額認定は保険約款に墨つき保険会社が実施
車両補償時価軒（免窯0円）
※但し、当社農濃約款に違反する軍歌、保険約款の免だ轟頂に該当する軍故及び警察の事
故証明が取得出来ない場合の事故への損害額はお客様のご負担となります。

【ノンオペレーションチャージ】
万一事故盗難故障汚損臭気等により、車両の修理清掃などが必要となった甥合、その
期間中の営業補償として下記怠拓をご負担頂きます．

返却予定営業所へ自走して返辛された場合伯走可能）

返却予定営業所へ自走できず遠車されなかった場合（自走不能）

対閥運轄⑳RCBaトRC884◎3D⑬8D／8％⑳バウチャー

旅行条件のご案内
この旅行は、西鉄旅行様式会社（以下「当社」と云う）が企画努集し実施する企画旅行で、お冨懐は当社と募薬型企画旅行契約（以下「旅行契約」と云う）を
締結する軍になりまも当社はお紬鰯土の定める旅行日程に従って運送宿泊機関その他の旅行サービスを受ける軍ができる様に手配し、旅程℡理
をする蓼を弓lき受けます。

旅行契約の内容条件は、各コース等に明示している条件の他、下記条件及び当社の旅行業幻釈によりま苅当社旅行紺をご希望の方は当社にご講
演下さしヽ

ます。

（2）電巨岩等の通信手段にてこ予約の場合、当社が予約を承托した日の翌日から樋口して3日以内に申込智の提出と申込金のお支払いが必肇で右
（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笛をもって契約の成立となりま‾先
（4）申込金（おひとり棲）はコース毎にた載した金額又は旅行代金の20％相当詔（但し百円未矧ま切り捨て）となります。

（2〉旅行代金は、各コース軌こ記載しています。ご出発日とこ利用人数（入室条件）でご確認下さい。
（3）コース宰引こ特に注駅がない甥合、旅行出発日現在涜12夜以上は大人代金、読6歳以上（航空機利用コースは3歳以上＝2歳未浩の方は、ことも代金に

なりま‾先

（4）ご予約人掛こ変更が生した場合は、係る入室人数条件の旅行代金に変更盲せて敷きます。
（例大人4名でご予約の内、大人1名の減員が生じた場合は、大人3名人重昭の旅行代金連用になりま‾弘）

（2）旅行代金に含まれる巧用の内、運送機問の利用等級は4割こ注釈がない限りエコノミークラス利用となります。
（3）旅行日程に開示した以外の交通田、飲食か及び稲光か、個人的な飲食費通信盤、サービス料、窄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。

生じた甥合、契約内容を変更する額があります。またその変更に伴い旅行代金を変更する事がありま‾れ

（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適えて利用する運送機間の運賃料金の改定があった場合は、旅行代金を変更する雷があ
りま‾れ将詔の甥合は摂行開始日の前日から起算してさかのぼって15日日に当たる日より前に連邦しま‾れ
（3）（お客様の交建）お客様は当社の承諾を得て所定の手数料をお支払戴く零により、交替する事ができます。

のみお受けします。
（2）当社の毘任とならないローンの手続き上の事由による取消しの瑚合も下記取消料を戴き訂先

（3）下記の場合は、取消榊ま戴きません。
①当社によって旅行契約内容に以下に例示する痙要な変更が行われた日寺。（a）旅行閲始日又は終了日の変更。（b）観光地、観光椅岩臥その他の目
的地の変更。（C）運送機関の撞頴又は運送会社の変更。（d）運送機関の「設儲及び等級」のより低いものへの変更。（e）宿泊施設の変更。（f）宿泊檎
設の奮重の穐鱈設備牒組の変更。

②上記4－（2）の規定に益づき旅行代会が咽頭された場合。③当社が確定日程表を表記の巳までに交付しない燭台。④当社の矧こ帰すべき軍由に
より、当初の旅行日程通りの実施が不可能となった時。

離陸時期など 笠…雷ぞぎ若君屋力芋l霊；謂書巨岩≡喜岩温閃。当たる日まで �職瀦劉（1約割） 無　　料 

つ　　l③7日巨＝こ当たる日以ヰ2日目に当たる日まで � 

（り旅行代金が所定期日までに支払われない場合。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、上配当註解除目の取
消科を違約料として戴きます。
（2）参加書がt少遂行人員（パンフレット記敵の人員）に満たない場合。この場合は、旅行開始日の前日から拉暮してさかのぼって13日臥こ当たる
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佃の理由により旅行の円滑な実施が不可能な時。

矧◎眉戯旅行塵悪習宣誓呈◎苅⊃日和会員
（観光庁長官豊顕旅行業第579号）福岡市中央区薬院3丁目16－26一般社団法人日本旅行業協会正会員

※下記のご案内は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一芸削こなります。

（1）個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客接が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券月をお酒しいたしますので、旅行
サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご日毎で行っていただきます。

（2）現地涛褒員が同行しない区間及び現地係員が某務を行わない区間において、悪天倭執＝よってサービス内容の変更を必要とする夢由が生じた場
合における代曽サービスの手配及び必要な手続きは、お客様こ自身で行っていただきます。

泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不遇文はこれらの為に生する旅行日程の変更若しくは旅行の中止、伝染掛＝よる間組、自由行動中の肇
故、食中辺、盗魁などの甥合はその責任を負いません。
（2）当社はお客様の故窟又は過失、法令若しくは公序良胤こ反する行為により当社が纏容を撮った甥合はお客倭から損害の脂僧を申し受けまも

当社はお客様が当旅行苧加中に、急激かつ偶然な外来の撃故により主命、勇体又は手荷軌こ被った一足の温容について、旅行業約款特別補償規
より、一定の補償金及び入院見舞金を支払いま‾先

保険］を掛けられる伎お勧めしま‾れ　★★当社にて取扱いができます諸税別＝ついては係員にお尋ねください。★★

5％に相当する和の変更補償金を支払いまも但し1旅行契約について支払われる変更補償金の詔は旅行代金の15％を隠愚としま重文1旅行契約について

の変更補償金の顎が千円禾溝の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定塁提となる旅行代金とは、追加代金を含めた代金顎でも

日）添乗良同行の育男引ま、各コース毎に表示しています。なお添乗員が同行しないコ】スの旅程哲理業務を行う当社の連指先は、西嶺旅行（株）みちく
さセンター（092）524－3551です。

（2）天災地変、気象条件（台風柘召大雨など）、事故などの影響で運送機関の遅延不適により生じる代肖運送交通環の窪閉廷泊宿泊費免租代な
どの旅行代金に合まれない三石費用はお客様の負担となります。

（3）当社はいかなる場合でも、旅行の両案帽は致しません。
（4）不旅行条件は、平成25年8月1日現在を基準日としております．

●当社及び下記「販売店」憎記載の受託旅行茶番は、旅行申込の軌＝擾出された申込声に記載された個人情手酌こついて、お客様との適法のために利用させ

ていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送宿泊機関等の提供するサービスの手記及びそれらサービスの受章百手続に必要な範国

内で利用させていただきまもその他‖）会社及び会社と提携する企業の商品やその他、キャンペーンのご案内。（2）旅行参加後のご蔑見やご感想の提供の
お師い。（3）アンケートのお廉い。（4）特典サービスの提供。（5〉統計日料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがありま‾先

●当社は旅行先でのお客属のショッピング等の便宜のため、当寺土の保有するお客様の個人データをデューティーブリ1シヨツハースなどの土産店に提供す

ることがあります。この1月合、お客様の氏名、浩果される航空便名を、あらかじめ電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、掛供の停止を

希放される場合は、出発の14日前までに品申し出下さい。

●お申込み・お問い合わせは

受託販売

旅行業粍取按管理者とは、お宅様の取縫う営業所での取引に園する井任巷で‾れこの旅行契約に問し、担当者からの説明にご不明
な点があれは、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。


