
姦議の窟き優彩
泉賞lナトリウム4化物硫酸壇泉

効能l神経砧、筋肉縞、切り竹等匝蜃ヨ

非日常の世界でとびっきりの温泉絵巻を、お楽しみいただけます。

遍の哀感U　夢龍胆

然と一体となりリフレッシュできます。

■夕食／全軍処（和食会席）　■朝食／会零処（和定食）
●本館和室／パス無トイレ付（8蟹／定員4名）

⑳⑦⑳◎00
⑳田誓裟葺歪等嘉㌘

⑳閣◎⑳㈲
⑳（男女別）㊨酬）忌間諜昂〉

：諾竃㌶濃霧窟ウト／1000⑳⑦⑳◎00⑳
：聖霊篭誓簑会規等諷定員4名）田Ⅶ躍q惑⑳⑳盈（予隠豊と盲諾れぽ）

（男女洪）（男衣欝〉

返李白飢こより料理内容が変わる甥合があります。

ナトリウム埴化物観酸堰泉

慢性皮■病、外傷、打ち身等

lかけ恋し】

裔天風呂とともに川に面し、身も心も自

※李飢こより料理内容が変わる場合があります。

■大人おひとり様1泊2日基本代金（1泊2食付）　　　　　　　　　単億円

昆葺の篇　轟碗由　　鵠エア諾醐誌
主人が手作りで作った珍しい洞窟風呂やm合の雰囲気漂う庁まい、露天風呂が魅力です。

1チェックイン／1300　チェックアウト／1000

■夕食／部屋食（和会席）　■朝食／大広間（和定食）
■和室／／〃てス無トイレ付（8畳／定員4名）

⑳⑦⑳◎00
⑬⑳田

露季節により料理内容が変わる唱合があります。

■大人おひとり様1泊2日基本代金（1泊2食付）　　　　　　　　　単位円

一一‾‘一・ぶ・JJ

⑳⑳⑳
唱留保璧順次割）

忌，チェ昌益浣殉） 幼児施設使用料3～6歳（未就学児）1，050円（税込、現地払い）

噌◎ぉた壷の品彩の庄
親貿l低張性中性ホ温泉

効能重やけど・附等　　匝直垂垂］

全室裔天風呂付きの客室はプライベートを重視した罷れ風の造り。静かな山里に倖む隠れ宿。

■チェックイン／1500　　チェックアウト／1200

■夕食／個室食事処（創作会席料理）　■朝良／個室食事処（和食）
■離れ和室／謳天風呂トイレ付（10坦／定員4名）

⑳⑦⑳
00◎⑳
⑳田慢宝諾紆

⑳酬⑳⑳⑳
（男女腐）

X筆削こより料理内容が変わる場合があります。

■大人おひとり様1泊2日基本代金（1泊2食付）　　　　　　　　　単位円

‡ 九九人兵 �2ヨ ＝1 リ �19／1ノV12／38 1／4－・3／31 �12／31′－1／3 

董27㌘ �14 �19，200 �25，000 

1巷1翼 ��24．700 � 

事こともA 蔓こともB ��13．300 9．500 �17．300 12．400 

6

山あいの宿

■大人おひとり様1′白2日基本代金（1泊2食付）　　　　　　　　　単位円
i 巨臥頴 �Z⊇ ＝J リ � ��12ノ31～1／3 　　　　　j 

平林層　　＿ �体前日 

4名1望 �14 �15．900 �17，100 �23．300 
‾3名1箋 ����24．300 

2名1掌 ��17．900 �19．200 �26．400 

ぎこともA をこともB ��10．900 7．900 �11．800 8．500 �16．900 12，100 

幼児施設使用料2～5歳1．050円（税込、現地払い）

山みず木
渓流に手が届きそうな程近い露天風呂で、大自然を感じる宿。

■チェックイン／1400　チェックアウト／1100

●夕食／個室食事処（創作会席）■朝食／個室食軍処（和定食）
●和室／／つてス無トイレ付（10愚／定員4名）

⑳⑦◎00⑳
田雷撃豊曳雪瓢温配予約，

⑳闇1壷⑳⑳
（男女別）（黒蜜洪）

ご二二、、二三▼言古■予亡、

旅館

泉1蔓ナトリウム塩化物硫酸塩泉

効能i神経■、冷え症　かけ流し放水＝

※章節により料理内容が変わる場合があります。

t大人おひとり様1泊2日基本代金（1泊2食付）　　　　　　　　　単位円

蔓入室人員 �塑 �1071′〉3／31 
＝丁 リ � 

；4名1零 �10 �17．500 

卜3名証室 ��18．600 
妄　2名1讐 ��19．600 

をこともA＿ をこともB ��12．900 9＿200 

【除外日】12／31～1／3

幼児施設使用料4～6歳（未就学児）LO50円（税込現地払い）

轟の盛　　≡鵠エア…≡諾≡芸頭
街並みから少し離れ筑後川の渓流沿いに建つ静かな宿。洞窟風呂、川風呂など9種類の温泉、独
自のエステに岩盤浴でとことんお楽しみいただけます。

●チェックイン／1500　チェックアウト／1000

●夕食／部屋食（郷土会席）　■朝食／食現処（和定食）
●本館和室又は和洋室／／つてス無トイレ付（10畳／定員4名）

⑳⑦⑳◎00
⑳田弘樹
⑳御薗⑳指急）㊨

（那洞）

怠儲謡紛争㊨
（弔料〉（静悶）

※季亘別こより料王望内容が変わる場合があります。

■大人おひとり様1泊2日基本代金（1泊2食付）　　　　　　　単位円
き 大要人員 �壬】 ＝J リ � 

＿平体8＿ � 

巨2～4名 誉1空 き �10 20 �20．200 �22，800 

ぎこどもA 仁こともB ��14．100 10．100 �15．900 11，400 

【除外白】12／30～1／3

◎蒜李の壷はなむら≡≡
弱アルカリ性低張性中性高温泉

神経痛、筋肉膚、疲労回復等
価水・併用l

■チェックイン／1530　チェックアウト／10　30

■夕食／個室食事処（会席料理）　■朝食／個室急事処（セットメニュー）
■離れ和室／〃てストイレ付（10畳／定員4名）

※季節により料理内容が変わる唱合があります。

■大人おひとり様1泊2日基本代金（1泊2食付）　　　　　　　　　聖位円

⑳⑦⑳⑳00
⑳⑳即諾憲孟要義P

⑳間1壷⑳
（男女朗） 幼児施設使用料3～6歳（未就学児）1．050円（税込、現地払い）



」Rと由布院と黒川温泉、阿蘇、別府を結ぶ便利な　九州屈指の観光地

あそゆふ高原バス誤芸監警警欄）を
日出JCT〝●『

．′・了？…●
■■〆．「計膏用

別

ぁモゆ嘉も裔篠路深憂臆す盲
．‥∴一∴∴‾．－■，・1‾1≡‾二‾　∵一言

新大阪　7】5発

岡lI1807発

広．鈷　848発

さくら545号

入濡手形で■天嵐昌めぐり
田ごとに御抄に鹿賀の翼なる溜良
をもち、潤めくりが渾…しめます。臼の
l深川泊いに白熱に溶け込む風相当

■

宗

無禾

播そぼ－い－〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濾野

蕎何事鹸■　　轟締

畠‾　一高i司

■埋定期間／2013年10月1日～2014年3月30日

・・ⅧⅧ・売岩塩慧温中郷

ト慧1、源泉歓とも日卜市内各所には、r別府ハ濡」と呼ばれる別

卜試製莞灘漂課漂、

三●ニ：ト■・・・…●∵よ一・…・・

■ll事方面へ

（無事■14－50）

監≡旦」ヱ華音義‾至

馳染、ごふいんの削考

j鵜川温泉．＝いい㌣か

16　25発

畏川温泉
鴇象

あそゆふ高原バス

蒜　　　　　　　　18・51繁

18闇別府警琵；

岡．1．2143着紀班虻聖霊霊禁忌二m二3
新大阪2228着　　　　　　　　20・17発

小　倉

隷博引腋山上と事千里は、阿蘇駅以青守からこれ暮のお書きまのみ事件可鮭です。R蓼山上と事千1からrあそゆふホ■パスJ
のご利用を¶媚することはできません。

奴書川1興の往訪とⅧ為のパスl事は■なります。：震実線・濾F轟．状況専しこより劃■陣劉　コ一・・スが空モとなる

場合があります。あらかじめご了承ください。
※H247月の九州北野■雨により】■■ヰ欄日計也IR一一1鵠竹巴IRl可はバスによる代行■送を行っております。

（H258月末噴くt旧見込）
、：2012年11月現在のスケジュールです。必ず最齢の日吉芸】1をご招こ慧ください。

（ご利用される区間により儀1書がj■なります。）

▲川濾‖■　姉棚㌣　　別網1R

3，000円　3．000円　3，000円

3．000円　3．M円　3，000円

2．000円　3．000円　3．000円

1，000円1，000円1．000円

－　　1，000円1．000円

一　　　　　一　　1．000円

胃鴨　内戦

2，000円

2・000円

2，000円

1・000円

■b＼貞■　　　　　由布眈IR三三

区間別　　別府地区　1．000円

料金表　由布院駅0　　－

線川温泉（慮彩）　一

阿蘇地区　　　　　一

l■川；1泉　　　　　一

由布l矧駅①　　　　－

1，000円

1．000円

闇レンタカー九州
【ご利用時】クイックチェックインサービスにてこ利用すげます。
i蓑クイックチェックインサービス案内をご芹読後、ご持参用申込用紙へ必要事項

をご記入の上、当日ご持参下さい。

【その他Ⅰ

●チャイルドシート類無料
●出発後の払戻しお客様のご訂貪により早期返訪封Ⅷ欄合の払い戻しは致しません。
●当日のクラス饗モ出発当日や、ご利用途中クラス賓王をご希iの■合、クラス
アップの際は、クレジットや現金にてお支払いを行って環きますが、クラスダウ
ンについて差凛の払い戻しは致しません。

【販売店の皆様へ】
●禁煙攣・幌燻事について臥予杓矧こ必ず指定をお願いします。

※メッセ¶ジがない場合は、無指定扱いします。
●全クラスクラス指定のみとさせて頂きます。車種指定はできません。
●左記料金には、基本料金（レンタカー代、萎本俸挨　免薫補償料消賃税が含ま

れております。
●ご利同期間は、為営巣所営業蘭始絹闇から営蓋終了拷問までとなります。万一、返却

期間が営業終了時闇を超えた場合には、椅追加料金を頂くことがご軌、ますので、予
めご了承下割＼。

旅行案件のこ案内
この旅行lL西鉄旅行株式会社（以下「当社」と云う）が企画巨幕果し笑随する企画旅行で、お等憎は当社と書異型企画旅行契約（以下「旅行契約」と云う）
を綿絹する翠になります。当社はお琶標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事ができる博に手配し、旅程背理
をする事を引き受けます。
旅行契約の内宙∵異件は、各コース巧に開示している条件の他、下記桑件及び当社の旅行業約款によります。当社旅行生約腋を＝希望の方は当社にご調

求下言い。

1旅行くわ申込み及び鮪手ラ事tlQの成立

（1）所定の申込零に所定事項を記入の上、申込金を誘えてお申込み下さい。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」それぞれの一郎文は全部として取扱
います。

（Ut諸等の遠儒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算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
（3）お冨博との旅行契約は、当社がこ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（おひとり樺）はコース毎に誼乾した金顎又は旅行代会の20％相当額（但し百円未満は切り捨て）となります。

2　旅行代壷のお支払い嘲l唄及び旅行代圭の■用

（1）旅行代金は、旅行開始日の前日から起＃してさかのはって14日目に当たる日嗣までにお支払い下さい。
（2）旅行代壷は、各コース毎に記載していますいこ出発日とご利用人鞍（入室条件）でこ確詑下さい。

（3）コース琴に指に注釈がない甥合、旅行出発日現在満12哉以上は大人代金、満6歳以上（航空機利用コースは3歳以上）12嵐未満の方は、ことも代金に
なります。

（4）こ予約人敗に変更が生じた場合は、係る入違人数条件の旅行代金に変更させて戴きます。
（例　大人4名でこ予約の内、大人1名の減員が生した場合は、大人3名入墨指の旅行代会適用になります。）

3　旅行代会に貪まれるもの及び含まれないもの

（り旅行日接に開示した交通機関の運縞　料金、宿泊料金、食滞料金、観光料金、消■税、その他が含まれます。
（引旅行代金に含まれる費用の内、運送礫蘭の利用等紐は特に注研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費、鮫免責及び観光■、偶人的な飲食文　通儒兼、サービス料、嘩用旧遊利用迫加代会、希塾老のみが参加するオプショ

ナルツアー代金は旅行代壷には含まれません。

4　旅行契約内専及び旅行代量の嚢j■

（1）当社は天災地変、逓送　宿泊梼間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事由が
生じた嬬合、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手があります。

（封否しい経酒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惰間の連声卜料金の改定があった甥合は、旅行代金を変更する事があり
ます。増執刀甥全は旅行開始日の前日から起＃してさかのぼって15日且に当たる日より岡に通知します。

（3）（お客様の交省）お客様は当社の承諾を椙て所定の手数料をお支払裁く亭により、交哲する事ができます。

5．お書t事による旅行！陪的の麟■

（1）お宰横のこ都合で旅行契約を解除苫れる場合は下記の取消料をお支払戴きます。お取消しの連絡は、旅行の申し込みを受けた阪売店の営農時間内に
のみお受けします。

（引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場合も下記取消料を厭きます。
（3〉下配の場合は、取消料は覿きません。

①当社によって旅行契約内百に以下に例示する1異な変更が行われた持。（a）旅行開始日又は終了日の変更。（b）観光地、観光相、その他の目
的地の変更。（C）還送憎間の樋顆又は運送会社の変更。（即運送憎間の「醸儒及び等腫」のより低いものへの変更。（d巧泊施設の変更。
M宿泊旛紐の客星の権好設備　景観の変更e

②上記4－（幻の規定に墨つき旅行代金が服された場合。　③当社が確定日程表を祭祀の日までに交付しない甥合。　◎当社の井に描すべき事由に
よ人当初の旅行日程通りの冥」帽が不可能となった曙。

【儒嘲爛慎川よ】
駅レンタカーでは、お客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言己の金窮を
限度として保険などによる補償が付いております。

対人q爛卜無制限（白密売保険含む）
対穐輸12，000万円（免責0円）1事故につき

人書寸書3．000万円まで（死亡時）1名につき
摺乗時の自動車軍政によるケカ（死亡後遺陣容）につき、運転者の過失に関わらず、掬杏額を補償
致します。X限度額3，000万円婦筈額認定は保倹約累に基づき保険会社が実施

■爾樽寸時個顎（免事0円）※但し、当社貨潰約款に違反する野故、保障約款の免責寧風こ該当す
る軍政及び警察の琴放証明が取得できない場合の串故への絹等害削まお客様のご負担となりま‾れ

【ノンオペレーションチャージ】
万【事故盗魁　故障汚嬢臭気等により、車両の修理消婦などが必要となった場合、その期間
中の営業補償として下記金額をこ負担頂きます。

返却予定冒某所へ自走して返頭された場合（自走可能）

返却予定日某所へ自走できず返車されなかった場合（自走不給旨）

運輸eIRC881～RC884モ33Dt北三1月がI8∈ノ8［／8￥／81●欄バウチャー

≡禦≡■■ヨ■塩iiJiijL用言i；＝岩Ⅷ1日且旧：「■玉山仙■咽脚二■u■■些

（2）参加害が♯少連行人員（パンフレット記艶の人員）に満たない場合。この場合は、旅行開始日の前日から克■してさかのぼって13日巨に当たる日より
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係行の円′胃な実施が不可能な時。

丁、■■■■

（】）個人型プランは涛乗員琴は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を軌ナるために必要なクーポン等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懐こ自発で行っていただきます．

（2）現地澤乗屈が同行しない区間及び現場係員が糞蹄を行わない区間において、悪天條執こよってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた機会に
おける代餞サービスの手配及び必要な手続きは、お寒傾ご日月で行っていただきます。

8　当社の】■任及びお暮I事の】■任

（り当社は当社又は手配代行者がお吉標に操害を与えた時は績苔を賠償致します．（お荷軌＝園係する賠償限度軌ま15万円）但し天災地変、運送宿泊惟
問の事故若しくは火災、運送餞間の遷延、不通又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、伝染矧こよる隔離、自由行動中の事故、
食中弓、頭難などの場合はそのi任を負いません。

（2）当社はお等侍の故意又は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為により当社が綿貫を縛った場合はお客樺から頗苔の賠償を申し受けます。

9　年e劉手書慎

当細はお琴横が当旅行参加中に、思潮かつ偶然な外来の亨故により生命、身体又は手荷初に誘った一定の損害について、旅行巣的択特別補Ⅷ規定により、
－「定の補償金及び入院見舞金を支払います心

旧内旅行摘智保険加入のおすすめ】上記補償では、摘音治環琴については充分な補償がありません。安心して旅行をして戴く為に、別途【任倉保険】
を糾けられる稜お勤めします。　★★当社にて取扱いができます。詳娠引こついては係員にお尋ねください。★★

10　旅程俣l正

旅行白樫に5－（3）－①に掲げる1要な変更が行われた甥合は、旅行稟約叙（企画旅行契約の那）の規定により、その変更の内軌こ応じて旅行代壷の1％
－5％に相当する額の変更補償金を支払いま‾九但しL旅行契約について支払われる変更補償金の軌言旅行代金の15％を限度とします。又1旅行契約につい

ての変更補償金の顎が千円未満の場合は、変更補Ⅷ金は支払いません。変更補償金の＃定墨径となる旅行代会とは∴追加代金を含めた代金額です。

11その他

（1）添乗員同行の有無は、各コース動こ表示しています。なお添乗員が同行しないコースの旅程耶里業務を行う当社の通鴇先は、西鉄旅行（様）みちくさセ
ンター（092）524【3551です。

（2）天災地変、気象条件伯風樟℡大雨など）、事故などの影響で運送惰間の遷延　不遇により生じる代皆運送交通書の歪醜　延泊宿泊費　負事代など
の旅行代金に含まれない諸費用はお客母の負担となります。

（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」憫記載の受託旅行翼竜は、旅行申込の隈に提出苫れた申込書に妃乾された個人惰確について、お害様との連絡のために利用
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　宿泊横間等の提供するサービスの手記及びそれらサービスの受領手続に必要な
艶国内で利用させていたたきま‾れその他（1）会社及び会社と提携する企巌の商品やその他、土やンヘーンのご案内。（2）旅行参加後のご意見やご思想
の提供のお辞し、．（3）アンケートのお固い。（4）特典サービスの濃供。〔5）統計資料の作成。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す。

●当社は旅行先でのお苔横のショッピング等の便宜のため、当社の保石するお吉憎の個人データをデューティーフリーシヨツパースなどの土産店に捷供
することがあります。この場合、お客様の氏名、摺果される航空便名を、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、揺供の
停止を希盟される増合は、出発の14日前までにお申し出下さい。

■舞l樽　など �巧は岬H・ほ鮎杓） ■　　巾 

丁　　旅‾　　日の　目 ��行　　の40％ 

1　旅行l椚始日の当 �� 

行代　の100％ 

J　亡－．三 � � 

■闊鞠糊など �右モ以外の■泊日 ★　　科 �5／3～5め　泊臼 

こ　こ � � 

計帳行間始　の � 

（説旅行聞鵜　の当日 �行代宜の50％ 

旅行代畠の1　弘 

6　当社による旅行突】棺の群陣

次の場合、当社は旅行契約を解除する翠があります。（一郎例示）

（1）旅行代金が所定閉日までに支払われない場合。当社は当該関目の翌日に於いてお客様が諸行契約を解除されたものとし、上記当該解除眉の取消料を

ホームページアドレス　http：／／www．nishitetsLJtraVeLjp／

賢鴛㊦西鉄旅行㈱魔雷管窒警呈◎乱帽鵬員
（観光庁長官豊紛旅行某第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＃協会正会員

●お申込み・お問い合わせは

受託販売

l旅行菓務取扱官理香とは、お等懐の取扱う宮整所での取引に関する自任者です。この旅行契約に蘭し、担当者からの説明にこ不明な点がl

．
、
∴
，
．
ト
∵
　
1
．
∵
。
∴

番
　
別
府
盈
　
瀞

■

，

．

．

●

■

．

■

．

．

．

．

．

－

、

．

一

、

．

．

．

、

．

L


