
桧法域等ぬ一関
レトロ風のバス【レイクライゾに乗って松江城まで

着物姿のMちとり娘”がご案内
●期間10月1日～3月31日の毎日（予約制）
●集合9・50JR松江駅レイクライン7番乗り場
●出発1000
●コース●松江駅～松江城～松5工歴史館～堀川遊覧船

●料金●大人2．100円小人1，050円
渠レイクラインのバス代は含みませんその　　諷

他短縮コースもございます
予約・問合せ●松江ツーリズム研究会
TELO852－23－5470（830～17

ホームページアドレス
http／／小ハ付V山［［atSUe－tOU「lSnnOrJP／

e・m8日moshlrO＠web－58nlnCO】P

アクセス／JR玉造温泉駅より

車で5分
獣送迎ありJR玉造温泉駅より

（畢事前予約）
チェックイン／1500

チェックアウト／10．00

夕食／和会席（暮会場）
朝食／郡定食（宴会場）
客室／和室8－121

荘コヨt天凰呂偶女珊大浴■（相即
貸切1呂（有料／当日予約）

Eコアルカリ性単純1凛

［；＝］神経痛・筋肉痛など

蜃頭牒誤掛率夕棚
アクセス／JR玉造温泉駅より　■大人お一人樺1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用博多⇔玉造温泉駅）／夕・朝食付）■位円

辛で6分
チェックイン／1500

チェックアウト／1000

夕食／利金席（食事処）
戦士／バイキング（レストラン）
等重／和室101

剛・ぶ

頭重吾喪；軌付「
●大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひがノ号利矧博多⇔玉造温泉駅）／夕・朝食付）単位円

出発日 �入室人員 �ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～27 1／5～3／20 �4～6名1室 �16 �36，800 �39，800 �14．200 �17，200 
3名1室 ��37．800 �40，800 �15，200 �18，200 

2名1室 ��38，800 �42，20。 �16．200 �19．600 

10／1～11 10／14～1り1 11／4一一30 3／21～31 �4～6名1室 ��39．800 �43，200 �17．200 �20，600 

3名1室 ��39，800 �43．200 �17．200 �20，600 

2名1室 ��40，200 �43，200 �17．600 �20，600 

10／12～13 11／2～3 �4～6名1室 ��44，200 ��21，600 
3名1室 ��45，400 ��22，800 

2名1室 ��45，400 ��22，800 

12／28～1／4 �4～6名1室 ��48，600 ��26，000 3名1窒 ��49，800 ��27，200 

2名1室 ��49，800 ��27，200 

こどもA（小学生） 　差額 �3～6名1室 ��15．300円引き ��4，000円引き 

2名1室 ��11，300円引き ��同額 

アクセス／JR玉造温泉駅より　■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひがノ号利用（博多⇔玉造温泉駅）／タ・朝食付）単位円
車で約5分※㍍送迎あり（迎え

出発日 �入室人員 �ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～28 1／5～3／31 �4～5名1萱 �15 �36，800 �39．800 �14．200 �17，200 
3名1室 ��37，800 �40，800 �15．200 �18，200 

2名1室 ��38，800 �42，200 �16．200 �19，600 

10／1～11／30 �4～5名1重 ��38，800 �42．200 �16，200 �19，600 3名1璽 ��40．200 �43，200 �17，600 �20，600 

2名1室 ��41，200 �44，300 �18，600 �21，700 

12／29～1／4 �4～5名1萱 ��50，600 ��28，000 3名1室 ��51，800 ��29，200 

2名1室 ��52，800 ��30，200 

こどもA （小学生） 差額 �3～5名1室 ��15，800円引き ��4，500円引き 

2名1室 ��11，300円引き ��同軸 

※金曜日は平休日代金にお一人様1，000円の追加となります
※幼児施設使用料1～6歳1．575円（現地払い）

◎大人の女性のみ色浴衣の貸出あり

商品No．133332
クレードアップNo．133333∈0洪28（タ・欄鮒

出発日 �■女人 �ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 里 ��平休日 �休前日 �平休日 �体前日 

10／1～11／6 12／1′〉27 1／4～3′31 �4～5名1室 �15 �36，600 �40．400 �12，000 �15．800 

3名1室 ��38，800 �41，600 �14．200 �17．000 

2名1窒 ��40，400 �43．800 �15．800 �19．200 

11／7～30 �4～5名1室 ��37，200 �42，200 �12．600 �17，600 3名1室 ��39，200 �42，600 �14．600 �18．000 

2名1空 ��40，800 �44，800 �16．200 �20．200 

12／28～1／3 �4～5名1室 ��42，200 �50，400 �17．600 �25．800 3名1室 ��42，600 �52．600 �18，000 �28．000 

2名1室 ��44．800 �54，600 �20，200 �30．000 

こともA （小学生）差額 �3～5名1室 ��15，300円引き ��3，000円引き 

2名1室 ��12，300円引き ��同額 

のみ）JR玉造温泉駅より（3日
前までに予約）
アーリーチェックイン／1400

（通常1500）
チェックアウト／1100

夕食／和会席（レストラン）
朝食／パイキンク（レストラン）
客室／楽天桜和室101

アクセス／JR倉吉駅よりパス■大人わー人様1泊2日基本代金（のぞみ■ひかり号利用（博多⇔倉吉駅）／タ・朝食付）■位円
で20分※送迎ありJR倉吉駅
より（要事前予約）
チェックイン／1500

レイトチェックアウト／1100

（通常1000）
夕食／和会席（食事処）
朝食／和定食（食事処）
客車／本館和室8－101

gヨヨ先天凰呈偶女別）
大浴場（男女別）
貸切風呂

（有料／当日予約）

監三ヨ含放射随ナトリウム塩化物臭

E：ヨ高血圧症など

∴∴二．㍉∴：‾　一十・∴‥　一
讐㌫詣詣誠1／7～12′30‘1′4～3′31）かに会席大人3朋0円追加

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �体前日 

12／16～27 1／5～3／31 �4～5名1室 �15 �34，800 �37，200 �12，200 �14，600 
3名1室 ��36，600 �38，800 �14，000 �16．200 

2名1萱 ��37，600 �39，800 �15．000 �17，200 

12／1～15 �4～5名1室 ��34，800 �38，100 �12，200 �15，500 3名1室 ��36，600 �39，800 �14．000 �17，200 

2名1室 ��37，600 �40，800 �15，000 �18，200 

10／1～11／30 �4～5名1室 ��36，200 �39，300 �13，600 �16，700 3名1室 ��37，800 �40，900 �15，200 �18，300 

2名1室 ��38，800 �42．000 �16，200 �19，400 

こどもA（小学生） 　差額 �3～5名1室 ��14，300円引き ��3．000円引き 

2名1室 ��11，300円引き ��同額 

※除外日12／28～1／4　追幼児施設使用料2～6歳2．100円（現地払い）

⑬大人の女性のみ色浴衣の貸し出しあり
⑳連泊割引1油日よりお一人様1．000円引き（こどもAは700円引き）

アクセス／JR玉造温泉駅より

車で5分
渠送迎あり（迎えのみ）
JR玉造温泉駅より

（畢事前予約）
チェックイン／1500

チェックアウト／1000

夕食／利金席（食事処）
朝食／バイキング（レストラン）
客室／瑞光和圭81

こ≡］E天凰眉（男女別）
大浴坤（男女別）

m破損泉
［：：コ州綬オリウマチ・婦人病など

出発日 �入室人員 �ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～27 1／4～3／31 �4名1空 �14 �37，800 �41，200 �15，200 �18，600 
3名1室 ��39，800 �43，200 �17．200 �20．600 

2名1室 ��42，200 �45．600 �19，600 �23，000 

10／1～11／30 �4名1室 ��38，800 �42，200 �16．200 �19，600 3名1室 ��41，200 �45，400 �18，600 �22，800 

2名1室 ��43，400 �47，600 �20．800 �25，000 

12／28～1／3 �4名1空 ��44，300 �49，600 �21．700 �27，000 3名1室 ��47，600 �52，800 �25，000 �30，200 

2名1室 ��49．600 �54．800 �27，000 �32，200 

こどもA （小学生） 差額 �3～4名1室 ��15，300円引き ��4，000円引き 

2名1室 ��11．300円引き ��同額 

～6歳2，100円（現地払い）⑳大人の女性のみ色浴衣の貸出あり 

祭五平濫警夕根付
アクセス／JR米子駅より　　■大人お一人様1泊2日基太代金（のぞみ・ひかり号利用（博多⇔米子駅）／夕t朝食付）暮位円

書で15分

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

1／5～3／31 �4～5名1室 �13 �32．400 �35，600 �10，400 �13，600 3名1室 ��34．400 �37，800 �12，400 �15，800 

2名1窒 ��36．600 �39．800 �14，600 �17，800 

10／1～15 10／18～28 10／30～12／30 1／4 �4～5名1室 ��33．600 �36．800 �11，600 �14，800 

3名1室 ��35，600 �39．000 �13，600 �17，000 

2名1室 ��37，800 �41．200 �15，800 �19，200 

12／31－1／3 �4～5名1萱 ��38，800 ��16，800 3名1室 ��41，200 ��19，200 

2名1室 ��43，400 ��21，400 

こともA （小学生） 差額 �3～5名1室 ��13，000円引き ��2，000円引き 

2名1室 ��11，000円引き ��同額 

※除外日10／16－17、10／29　※12／30は休前日扱い

※幼児施設使用料4－6歳3．150円（現地払い）

チェックイン／／1500

チェックアウトノ／1000

タt／バイキング（レストラン）
朝食／バイキング（レストラン）
等重／和室7．5～101

こ…議書天1昌（男女別）・
大浴場（男女別）

［：三ヨナトリウム・カルシウム塩化物臭

Eコ■緩縞など

商品No．1m
08800　‾

タ蠣食付

アクセス／JR倉吉駅より車で■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひがノ号利凧博多⇔倉吉駅）／夕・朝食付）斗位円
10分※送迎あり．JR倉吉駅よ
り（署事前予約）
チェックイン／1500

チェックアウト／1000

夕食／和会席（宴会場）
朝食／バイキング（レストラン）
筈室／本館・対水間和室121

∈ヨ量天凰邑（輿女別）
大浴場（男女別）

≡ヨナトリウムかルウム増化絶洗醒塩泉

［エコ神姪瘍冷え症など

出発日 �室人員 �カテ ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日】休前日 ��平休日！休前日 

12／16～19 12／24～26 �4～6名1室 �16 �34．200 ��9，600 

3名1室 

2名1室 

4～6名1室 ��34，400 �37．400 �9，800 �12．800 

3名1室 ��35，200 �38．400 �10，600 �13．800 

2名1室 ��36，200 �40，600 �11，600 �16，000 

12／8・・～14 12／28′－29 2／8～3／14 �4～6名1重 ��35，200 �39．400 �10，600 �14，800 

3名1室 ��36，200 �40，600 �11，600 �16．000 

2名1堂 ��37．200 �42，600 �12．600 �18．000 

10／1一一一12′7 3／15へ・′31 �4～6名1室 ��37，400 �41，400 �12．800 �16．800 
3名1室 ��38，400 �42，800 �13．800 �18．200 

2名1窒 ��39，400 �44，800 �14．800 �20．200 

こどもA （小学生）差額 �3～6名1室 ��15．300円引き ��3．000円引き 

2名1室 ��12．300円引き ��同額 

※除外日12／30～1／2　※1／3は休前日扱い　※幼児施故使用料3－6應1．050円（現地払い）
◎「玉子のお風呂」温泉たまご作り1回無料・湧あがりちょこっとヒールサーヒス



しげもまがたまの里伝承館

勾玉づくり体験琵鼠誓慧慧チ），
受付時間：8：00－16：00　※10名機以上の場合辛予約　あのう細工t人が指導します　埠

JR玉造温泉駅から徒歩5分　※玉造温泉駅又は温泉街から無料送迎あり

お問い合わせ／TELO852・62－2288

亡垂準空饗と望」
●期間：10月～3月の日tB（1a／29を除く）●輌：1m、14：30
●集合場所：だんだんハウス　●冊稀酬　●耶1．0km
●新野時価：約1時間　●お闘い合わせ：（社）測光協会0852・27・5843
憲松江城（550円）lこ入叩され蜘担となります。

両前元vERVはSTハイキング夜の謬－
●期間：10月の松江水脚間の土・巳・祝
●1合時間：20：α〕；敵予定（所翳時間約1時冊）

●♯合場所：だんだんハウス　●お問い合わせ：（社）蜘光協会ロ852－27瑚

：二‾ここT g
曳八か棚血′触触曳二か棚血′

砂の美術館
折る朔広示テーマ　日本・ASEAN交流40用卑記念

「砂で世界旅行中東南アジア簡」
～王事の栄賢とよみがえる神韻の棒を～

●期間：2013年4月20（土）－2014年1月5日（日）

●入劇料：大人600円、小人（小中高生）300円
●開館時間：9．00～20・00（最終入館19・30）

●アクセス：JR鳥取駅よりタクシーで約20分

（▲取砂丘情報∬サンドパルとっとりに闊練。毎年テーマを変えて農示を行なっています）

．ノ■　山一l・－．

苺

八重垣神社　無料ガイド

全国から縁結びを患い人々が訪れるスサノオノミコトとイナク

ヒメの伝説が息づく八重垣神社を縁結び娘がご案内しまも

期　　間；毎日

集合場所：八重堰神社　宝物殿前

料　　金：無料　誉柑5鳳1邑約∞分間のガイドです（予約不孝）

①10：叩～㊤11：00～⑨13：00～④14：00～⑥15：00～

廟転義蕗環顎虜疲⑳禦 ����00円（小型ヰ製タクシー1台1回あたり） 始時間：9：00～15：00 

松江みところまんぷくコース＜マルス番号26656＞パワースポット巡りコースくマルス番号26857＞ 松江駅⇒松江大檎経由【暮恵】⇒松江城⇒棚手散策＝〉　松江駅⇒八重垣神社⇒神魂神社⇒志多償神社⇒ 

月照寺⇒玉造温泉又鵬江駅　　　　　　　　　　　　　　玉造遽神社・筍茶屋踏⇒玉造温泉駅 

安来駅⇒冊術館朝山丁田城跡⇒安想三号悪評浮れ は安来節漬書館 �クラス �：7 �P �価格帯：基 �本 �尭・仕入 �力畢 �飢 �行程 �チェック軍 �l l 
教科210円。全 ります。取扱い ��券片未償用 は発行折節の ��で有勤期間開 み 

轟　雇転ワシ点厨昏苧 �4，900円（ 用開始時間 代金には入場 �小型タクシー1台1回あたり） ：9：00－15：00 
ンー桑軌財こ 群～投入 璧土蔵群・ 専（投入堂遥 拓の榊へ 7Pl価格需 券です。払い戻 は有効期間内l �コース～くマルス書号：26459＞ 瓦＝〉 拝所）⇒貴書駅又は三嶋温泉 l運輸IJRO6111 嘉驚認諾浩欝鯛闘【 

因幡の白うさぎコース　　＜マルス番号＝26744＞　白壁土蔵 
鳥取駅⇒白兎海岸・白兎神社・辻の駅「自うさぎ」　　倉吉駅⇒白 ⇒かろいち・かにつこ蛇⇒鳥取駅※除外日：1／1　　　三徳山三彿 

－LtJ‾8だ さかなと妖怪に会えるコ－ス　＜マルス柵27901＞】クラス＝ 

大漁市場なかうら又は境港さかなセンター⇒米子駅又は皆生温泉　儲隻 

■駅レンタカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山陰地区土日祝日限定 
クラス ��S ��A ��HC ���� ����WA（ワゴン） ���Sクラスと同額で日産リーフがご利用いただけます �� 

主な手穫 �� �� ��マークX ティアナ等 ���� ����MPVセレナ　等 

（1．500cc～） ��（2．0∞cc） ����（7人乗りヲ ����（7～8人乗り） ��� 

通常期 �繁忙期 �通常期 �′・　＝J＝ �通常期 ��・■て・： ��通常期 ��■訓で悶 ��通常期 �繁†亡期 

暦日制料金 �l司日中 �3．900円 �6．000円 �6＿000円 �8．500円 �8．080円 ��10＿500円 ��7＿000円 ��9．500円 ��10．008円 �12．500円 1泊2日 �7．800円 �12．000円 �11＿000円 �15＿0ひα円 �13＿000円 ��17．008円 ��12＿000円 ��16＿0001円 ��17．000円 �21．000円 

以降1日 �3．900円 �6．000円 �5．0∞円 �8．500円 �7．000円 ��10．500円 ��6．000円 ��9．500円 ��9．000円 �12．500円 

項　目　　　　　　　　　　　　　　内　　容 �������項目 ��内　　　容 ���������� 

通常期：2013年10月1日（火）～12月27日（金）、2014年1月7日（火）～ 運用期同　3月31日（月）発 �������保険・ �� ��対人賭償 ��対物賠償 ���人身傷害 ��車両補償 

補償内容 ��無制限 伯願書を含む） ��1事故につき ���1名につき3，000万円まで。搭乗者の自動車事故によるケガ ��車両時価顔 （免★0円） 繁忙期：2013年12月28日（土）～2014年1月6日発 �������補償制度 ������2，000万円まで ���（死亡・後遺 �障害含む）につき運転者の過失割合に関わらず綿 

配営斬　望激語皆 ��倉敷」・「岡山」イ鳥取」・「倉吉」・「米子」イ松江」イ出雲」 葉時間・連絡先などは係員にお尋ねください �����������（免井0円） ���書幅を補恥、たし麦す（限度鋲3，000万円） 

お楽しみ ��・ウイックチェックインサービス篭実施します（事前に保険等に関する案内書面をお渡しすることにより、受付をスピーディーに行うサービスです。） 
上差己料金に含まれているもの…「基應レンタカー料金」・ 料金内訳「保険料（対人・対物・車両・人身傷害）」・「免★補償料」・「消費税」 ���������・通常期のみ、駅の「k舶く」 ���・「日田和∩ �」・「D卸inで使える500円相当の□ ����kiDSkクーポゾをご用意（ご利用1台につき1枚。 

※営業所出発時にお渡しとなります。ご利用いただける場所 ������は �駅レンタカーの営業所がある駅限定となります（一部ご利用いただけない商品があります） 

上記料金に含まれていないもの・・イ燃料則・「ノンオペレーションチャージ（休車補償★）」等 �������メニュー ��※　・あ　りの　はでません。※　・書営 �������は　ま。 ・全車カーナビETC標準装備　※ETCカードはお客様自 ������身のカードをご持参ください　　　　　　　　　　　　　　ぺツ払レン早々 

乗捨料金　器諾謂覧㍑器は鮒（51仙上削た営業所間は ���������・「如イルドシート」ジュニアシート」ベビーシ小」貸出無料にてOK（事前予約が必要です）　　　　　　〆∵言う 
【ご注意事項 ��】当プランのご利用は往復JRをご利用のお客様に限ります 

（）牒組軒膵　ノ　EL　・4－410／FAXO6－4868L8502／営業時間9・00－18・00lDJ・RC7AOP欄磯・3Dl＊用項目・655t　仕入朋引別行程チェック空l 

ロ倒してお客様へお濱しください。乗捨料金表音韓所－i・・イントラ（販売商品一文）を参照ください　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　・で・ト戎　ノ 

▲ぷヲ 

旅行集件のこ幕内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：■下亡のご■内乱■円郡軋■1柵か4に上州棚卸■丑∽鮎U■12－か5に正棚■の・．一になりtt
この旅行は、西鉄旅行株式会社（以下「当社」と云う）が企西募れし実應する企画旅行で、お客様は当社と募集型企適旅行契約（以下「旅行契約」と云う）を錦
絵する事になります。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関その他の旅行サービスを受ける事ができる様に手配し、旅程讐理をする
曇を引き受けます。

旅行契約の内包巨象件は、各コース衛に開示している条件の他、下記条件及び当社の旅行集約き別こよります。当社旅行巣約穀をご希望の方は当社にご踊求
下さい。

1旅行の申込み及び旅行契■可のl曳立

（1）所定の申込■に所定事項を転入の上、申込金を添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【部又は全銘として取扱いま
T．

（2）書誌等の通信手段にてこ予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起欄して3日以内に申込iの裸出と申込金のお支払いが必要です。
（3）お等様との旅行契約は、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‾丸
（4）申込金（おひとり庸）はコース符に記敲した金町又は旅行代金の20％相当額（但し百円未満は切り捨て）となりま‾れ

2　ポー行代金のお支払いl切取及び旅行代盆の1用

（1）屑行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日副こ当たる目前までにお支払い下さい。
（2）旅行代金は、各コース毎に配転しています。ご出発日とご利用人数（入墨条件）でこ確認下さい。
（3）コース巧に柳こ′主照がない甥台、旅行出発日現在濡12歳以上は大人代金、濡6歳以上（航空機利用コースは3瞳以上）12農未満の方は、ことも代金にな

りJT．

（4）ご予約人鞍に変丈が生じた場合は、係る入星人扱条件の旅行代金に変更させて覿きます。
（例大人4名でご予約の内、大人1名の瀬且が生じた場合は、大人3名人芸昭の旅行代金適用になります．）

3　旅1ラ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欄間の運賃料金、宿泊料金、食事料金、観光料金、消t横、その他が富まれます。
（2）旅行代金に含まれる嘉用の内、運送欄間の利用等級は縛に注釈がない限リエコノミークラス利用となります。
（3）旅行日掛二羽示した以外の交通升、飲食千及び観光■、個人的な飲食十遇儒1、サービス糾、疇用個塞利用追加代金、希望書のみが蓼加するオプショナ

ルツアー代金は旅行代金には含まれません。

4　旅行粥的内書及び旅行代童の文王

（1）当社は天災地変、逓送宿泊機間等のサービス提供の中止、当初の運行（航）計西によらない運送サービスの提供その他の当社の闇与できない事由が生
じた場合、契約内容を変更する事があります．またその変更に伴い旅行代金を変更する事があります．

（2）著しい経済情勢の変動こより通常予想される程度を大尉こ越えて利用する還送億劫の運i　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‾れ増額の場合は旅行間始日の前日から起井してさかのぼって15日白に当たるBより前に通知します。

（3）（お客様の交皆）お等様は当寺土の訣詔を得て所定の手数料をお支払艶く寧により、交響する事ができま‾丸

5．．b暮糟による旅行契約のIl陣

（1）お客様のこ都合で旅行契約を廃除される場合は下記の取消椙をお支払戴きます。お取消しの通路は、旅行の申し込みを受けた阪売店の雷光時間内にの
みお受けしま‾先

（2）当社の■任とならないローンの手続き上の事由による取消しの場合も下記取消櫓を覿きます．
（3）下巨己の場合は、取消椙は艶きません。

①当社によって旅行契約内掛こ以下に例示する1賽な変更が行われた臥（a）旅行詔始日又は終了日の変更。（b）観光柁、観光櫓臥その他の目的
地の変更。（C）運送機関の種顆又は運送会社の変更。（d）逓送機間の「亘負傷及び等級」のより低いものへの変王。（e〉宿泊席投の変更。（f）宿泊他
説の客室の種男巨組儒H■観の変更。

②上記4一（2）の規定に墨つき旅行代金が増額された場合。③当社が稚定E椙窮を黍誼の白までに交付しない場合。④当社の■に帰すべき事由によ
り、当初の旅行日程通りの実施が不可能となった噂。

群Il時期など 旅行…日の網目から　穏溺諾諾琵温日日。当たる呂まで 包丁してさかのIJて �¶満噌（1釣州〉 ■l　胴 

旅行代蓋の20％ つ　　1⑳78日に当たる日以■2日目に当たる日まで � 

④旅行闊地目の僻目 �旅行代金の40％ 

⑥旅行闘鶏臼の当日 � 

6．当社による栴行契約の解林

）穴の球合、当社は旅行契約を廃除する事があります。（一計例示）
（1）旅行代金が所定期日までに支払われない場合。当社は当抜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、上記当該解篠目の取消椙を違

約料として敷きます｝

（2）参加者が厳少連行人A（パンフレットだ範の人員）に満たない場合。この場合は、旅行闇始日の前日から起井してさかのぼって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昭。

7　滞l■■書

（1）個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様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顔をお漉しいたしますので、旅行サ【ビス
の提供を受けるための手続きはお客様ご自由で行っていただきます．

（2）現地涛乗九が同行しない区間及び現地係員が異邦を行わない区軌こおいて、霞天険軌こよってサービス内容の変更を必要とする事由が生した場合にお
ける代囲サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご白身で行っていただきます。

8　当社の】■任及びお1■1鷺の大任

（1）当社は当社又は手配代行者がお客様に積寒を与えた時は損害を賠償致します。（お荷軌＝関係する賠☆硯度取引5万円）但し天災地変、運送宿泊農間の
事故若しくは火災、運送儒潤の運崖、不通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、伝染病による隋書、自由行動中の事故、食中書、
盗難などの場合はその上任を負いません。

（2）当社はお等様の故露文は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為により当社が揮書を絶った甥合はお害様から親書の賠償を申し受けます．

9　一博別I■tT

当社はお冨頓が当旅行蓼加中に、急狸かつ偶然な外来の事臥こより生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行集約叔特別補償規定により、一
定の補膚金及び入院見■金を支払います。

【国内蒋行謂菩保険加入のおすすめ】上把欄旬では、損害治療削こついては充分な補償がありません。安心して旅行をして酷く為に、別途［任象保険】を掛
けられる機お勧めします。　★★当社にて取扱いができます．詳i別＝ついては係員にお尋ねください。★★

101無稽例証

旅行日程に5一（3）－①に聞ける壷果な変里が行われた場合は、旅行業約款（企画旅行契約の酎）の規定により、その変更の内留に応じて旅行代金の1％～
5％に相当する額の変更補償金を支払いま‾れ但し1旅行契約について支払われる変更補償金の楓は旅行代金の15％を限度とします。又1旅行契崩について
の変更補償金の現が千円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、追加代金を含めた代金額で‾九

11．その他

（†）涛農i同行の有無は、各コース琴に表示しています。なお添乗1が同行しないコースの旅稽讐理兼務を行う当社の逓絶先は、西鉄旅行（株）商品事業本齢
商品企画部みちくさセンター（092）524－3551です．

（2）天災地変、気象条件（台風積雷大所など）、事故などの影響で逓送僧筒の遅廷不軌こより生じる代替運送交濾書の整頓延泊宿泊貴食事代などの旅行
代金に含まれない織1用はお客増の負担となりま‾丸

（3）当社はいかなる場合でも、旅行の再実施は致しません。
（4）本旅行兵件は、平成25年8月1日現在を墨狸日としております。

●当社及び下記「販売店」帯記載の受託旅行業都は、旅行申込の躍削こ欄出された申込書に誼覿された個人用削こついて、お等龍との漣樋のために利用させ
ていただくほか、お害様がお申し込みいただいた旅行において運送宿泊欄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領手練に必要な範囲
内で利用させていただきます。その他（目蓋寺土及び会社と提携する企よの商品やその他、キヤンへ－ンのご茶内。（2）旅行参加後のこ愚見やこ感想の提供の
お願い。（3）アンケートのお膿い。（4）特典サービスの提供。（5）統苫十賃料の作成。にお害機の価人情噂を利用させていただくことがありまも
●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、当社の保有するお寒標の個人チークをデューティーフリーシコツ／トズなどの土産店に提供す
ることがありま‾れこの甥合、お客様の氏名、精巣される航空便名を、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、鍵供の停止を
希望される場合は、出発の14日前までにお申し出下さい。

●お申込み・お問い合わせは

受託販売

賢等◎西鍬肝行盛雷管芸晋芸◎粗相旺会員
（観光庁鼻音宣撫旅行雛第579号）福岡市中央区藁院3丁目16－26一般社団法人日本旅行業協会正会員


