鳥取県発

地方創生！！

若桜鉄道ＳＬ走行社会実験！！

エスコートプラン

鉄道好き有名人の2人がご一緒します！

4/10(金) 2泊3日
■旅行代金/お一人様

東京発着プラン
〔ｺｰｽｺｰﾄﾞ/ｴｽｺｰﾄ〕C券

おとな（１名１室）

〔ｺｰｽｺｰﾄﾞ/ｴｽｺｰﾄ〕C券

3350335-001
3350335-002 夕OP付

79,800円
4/11(土) 1泊2日

〔ｺｰｽｺｰﾄﾞ/ｴｽｺｰﾄ〕C券

おとな（１名１室）
集合

49,800円
南田

裕介

田中

現地発着プラン
〔ｺｰｽｺｰﾄﾞ/ｴｽｺｰﾄ〕C券

■旅行代金/お一人様
鳥取駅

6：30

解散

3350335-003
3350335-004 夕OP付

大原駅

15：30頃

4/11(土)当ツアー恒例！大好評の夕食オプショナルプラン！

匡史

当ツアー恒例の夕食会！ご参加者同士の懇親を深める場、出演者との交流を

〜ホリプロマネージャー〜 〜エスピーボーンディレクター〜

深める場としてご好評いただいておりますが、今回はスペシャルゲストも
ご参加いただくことになりました！！！

立食ビュッフェ（飲物別）19：15〜21：00（予定）

ｵﾌﾟｼｮﾝ代金

立食パーティーのみ

5,000円

10,000円

フルセット コード：
立食パーティーのみ
取消料：日帰り適用
手8
C券

3350335-006

ご要望にお応えし、ツアーご参加者様以外のお客様もご参加いただけます。

〜夕食会スペシャルゲスト(予定)〜
ひたちなか海浜鉄道 社長
吉田 千秋 様
真岡鐡道 加藤 学 様
若桜鉄道 谷口 剛史 様
智頭急行様 ※ご参加者様は調整中となっております。
※ゲストの方々は都合によりご参加いただけなくなる場合もございます。ご了承ください。

おすすめポイント！
★ 若桜鉄道ＳＬ運行社会実験の構内入換や出発式などを間近でご見学いただけます！

（※駅構内で各自でのご見学となり、ツアー専用スペース等はございません）

★ ＳＬ運行社会実験終了後に若桜駅構内で開催される南田さん＆田中さんのトークショーをご覧いただけます！
（※ツアー専用スペース等をご用意させていただく予定ですが、混雑時にはお近くでご覧いただけない場合もございますのでご了承ください）

★ 若桜鉄道様より、ツアー参加のお客様全員にプレゼントがございます！！内容は当日までのお楽しみ！！（有料でご参加の方のみとなります）
★ 普段はなかなか入れない、智頭急行様本社を特別見学いたします！！
★ こちらも普段はなかなか入れない、智頭急行大原車両基地を特別見学いたします！！

更に、特別企画として、乗務員の皆さんが普段使用されている

起床装置

をお客様にも体験していただきます！！

★ 智頭急行「宮本武蔵駅」「恋山形駅」を智頭急行社員の方のご案内のもと見学いたします！
★ 「せっかくだから観光もしたい！」という声にお応えし、１日目は観光プランを設定！「城崎温泉自由散策」や、「餘部橋梁空の駅」などをお楽しみいただけます！

また、２日目若桜町フリータイム時には、休憩交流処かりや２階ギャラリーで開催されている「絵部長展」のご見学など、若桜駅周辺の散策もお楽しみいただけます。
（「絵部長展」は入場無料で開催されているイベントです。フリータイム中に各自にてご見学となります。）

★印は旅行代金に含まれます。
※ 画像はイメージです。実際にご乗車いただく車両と異なる場合もございます。
※ 詳細の時間や食事会場は、最終日程表でご案内いたします｡

日程

コース

（青字は下車観光・ショッピングとなります）

●東京駅集合時間は、最終日程表でご案内いたします。

4/10

東京駅−<東海道新幹線（普通車指定席）>−京都駅又は新大阪駅ー＜在来線特急列車（普通車指定席）＞−城崎温泉駅・・・城崎温泉自由散策(約60〜80分)
7:15〜8：15発

温泉街の散策や湯めぐりなど、
各自にてお楽しみください。

※福知山駅で乗り換えの場合がございます。

>−餘部駅―<山陰本線（普通列車）>−鳥取駅・・ホテル
（金） 城崎温泉駅―<山陰本線（普通列車）旧餘部鉄橋の一部である「餘部鉄橋空の駅」
18：13着

朝食：×

などがご見学いただけます！

●現地集合プラン：鳥取駅6:30集合予定

昼食：弁当

夕食：×

※若桜駅に直接お越しいただく場合は予めご連絡ください。

ホテル＝<ツアー専用車>＝鳥取駅＝<ツアー専用車>＝若桜駅・・・若桜駅構内(約90分)・・・若桜駅周辺自由散策(約240分)
6：15発

7：30着

若桜駅構内にて入換作業や
出発式等をご覧いただきます。

4/11

駅周辺でのＳＬ試験走行撮影や「絵部長展」など
若桜駅周辺の散策を各自にてお楽しみください。
ご昼食も各自にてお召し上がりください。

・・・若桜駅構内「南田＆田中トークショー見学」(約120分)・・若桜駅構内見学(約60分)・・若桜駅―<若桜線（普通列車）>−
駅構内で開催されるスペシャルイベント！
出演者２名のトークショーをご見学！
飛び入りゲストが参加される予感も！！！

（土）

試験運転を終えたＳＬや、
駅構内登録有形文化財施設
等をお楽しみください。

隼駅―<若桜線・因美線（普通列車）>ー鳥取駅・・・ホテル
18：27着

登録有形文化財である駅舎や
構内の保存車両などをご見学

朝食：×

昼食：×

夕食：OP

※現地着のお客様は大原駅解散となります。
ホテル＝鳥取駅ー＜因美線（普通列車）＞ー智頭駅・・・智頭急行本社見学(約60分)・・・智頭駅ー＜智頭急行（普通列車）＞―宮本武蔵駅(約40分)―
7：45発

8：00発

8：58着

智頭急行社員の方と
宮本武蔵駅を見学

普段は立ち入れない本社内

を特別に見学します！

4/12

＜智頭急行（普通列車）＞―恋山形駅(約60分)―＜智頭急行（普通列車）＞―大原駅・・・大原車両基地見学(約120分)・・・大原駅

（日）

智頭急行社員の方と
恋山形駅を見学

13：21着

＜スーパーはくと（普通車指定席）＞−京都駅−<東海道新幹線（普通車指定席）>−東京駅
17：48着

普段は立ち入れない車両基地内を特別に見学！
起床装置体験などもお楽しみいただける特別
メニューをご用意しております！

15：37発

（21:30〜22:00到着）
朝食：○

昼食：弁当

夕食：×

ご案内
●南田さん・田中さん（以下出演者という）は適宜休憩を取らせていただきます。
●出演者及びゲスト参加者の撮影は係員よりご案内致します撮影タイム以外はご遠慮ください。車窓や車両の撮影は周りのお客様や一般のお客様へもご配慮のうえお願いいたします。

●出演者及びゲスト参加者の動画撮影につきましてはご遠慮ください。
●出演者が体調不良等でツアーに参加出来なくなった場合は、ご連絡のうえご参加の確認をさせていただきます。その場合のお取消はキャンセル料の対象とはなりません。
●天候等の都合により運行が不可能となった場合は、代替手配を致しますが費用はお客様負担となります。
●天候等の都合により、記載の時刻から変更となる場合もございます。
●いずれも、旅行代金には「サービス料・消費税等諸税」が含まれています。
●大人1名様以上にてお申込みください｡お子様のみのご参加はご遠慮いただいております｡
●こども旅行代金の設定はございません。お子様も、大人料金でのご参加となります。
●乳幼児のお子様で宿泊施設での食事・寝具を利用されない場合でも、幼児代金とは別に「施設使用料」等がかかる場合があります。（現地にて実費をお支払い下さい）
●ＪＲ・ツアー専用車のお座席やホテルのお部屋は、ご指定いただけません｡複数でお申し込みの場合でも席が離れる場合がございます。
●途中下車はできません。（下車された場合は前途放棄扱いとなります。）
●行程途中からご参加希望の場合は､必ずお申し込み時にお申し出ください。但し、ご希望に添えない場合もございます。
尚､ご旅行代金は2泊3日、及び1泊2日コースのものと同一代金となります｡
●旅行開始後のお客様都合による旅行中止の場合、未使用部分の払戻しは一切できません。（運休等による場合はこの限りではありません）
●お申込に際しましては、必ず「国内募集型企画旅行条件書」をご一読のうえお申込ください。

ご宿泊ホテルのご案内
◆鳥取シティホテル

諸条件

※鳥取駅から徒歩約8分

ご旅行日程

●部屋タイプ

募集期間

洋室バス・トイレ付（シングルルーム）

: 平成27年4月10日（金）〜4月12日（日）
: 〜平成27年4月3日（金）

18:00まで

※申込み状況により変更となる場合もございます｡

●お食事

最少催行人数

夕食 ： 付いておりません。2日目はオプションの夕食会をご利用ください。

添乗員

朝食 ： 3日目のみ和洋バイキング。2日目は各自にてお取りください。
●その他

利用ホテル

: 15名
: 東京駅出発より東京駅到着までご一緒致します｡
: 詳細は左記をご参照ください。

ご旅行代金に含まれるもの

: コースに記載のある運賃・料金、お食事代

ご旅行代金に含まれないもの

: コースに記載の無い交通費、食事の際の有料

お部屋からの眺望などはご指定いただけません。

見学代金、添乗員・係員経費、諸税

ホテルチェックイン手続きは、各自お願いします。

飲料代、その他個人的経費
旅行代金基準

ご旅行条件書

: 平成27年3月1日現在有効な運賃・規則を基準

（この書面は、旅行業法第１２条の４に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第１２条の５に定めるところの契約書面の一部となります。）

★お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。※詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前に確認の上お申し込み下さい。

１．募集型企画旅行契約
（１）当ツアー（株）日本旅行赤い風船東日本事業部（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結すること
になります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企
画旅行契約の部によります。

２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の金額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取
り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算
して３日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

旅行代金
お申込金

20,000円未満
5,000円以上

20,000円以上〜50,000円未満
10,000円以上

50,000円以上〜100,000円未満
20,000円以上

100,000円以上
旅行代金の２０％以上

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに成立したものとします。
（５）通信契約による旅行契約は、お申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、ｅ−ｍaｉｌ等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに
成立するものとします。

３．旅行代金のお支払い
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日前にあたる日より前にお支払いいただきます。

４．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。
この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日前に当たる日（日帰り旅行は３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１） パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２） 旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。

６．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
（１）お客様は、いつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、
旅行契約の解除をすることができます。
この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を
差し引き払い戻しいたします。申込金のみ取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場合、旅行費用全額に対して
取消料が適用されます。

7．個人情報の取り扱いについて
（１）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます）ご提供頂いた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行
に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社および当社と提
携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させていただきます。
（２）上記②③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供することがあります。
（３）当社および当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利
用させていただきます。なお当社グループ会社の名称は当社ホームページ（http://www.nta.co.jp)でご参照下さい。

８．ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2015年3月1日を基準としています。また旅行代金は2015年3月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

旅行企画・実施

〜 お問い合わせは下記までどうぞ 〜

株式会社日本旅行赤い風船東日本事業部

株式会社日本旅行東京予約センター

〒131-8565
東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー6階
観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員

ＴＥＬ ： 0570-200-001 一部のIP電話からは03-3614-3011
営業時間 ： 月〜金曜 9:30〜18:30 ／ 土・日・祝日 9:30〜18:00
総合旅行業務取扱管理者 ： 田谷 一茂

企画協力
エスピーボーン
若桜鉄道
智頭急行

総合旅行業務取扱管理者とは､お客様の旅行を取り扱う支店での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し､担当者からの説明に不明な点があればご遠慮なく取扱管理者までお尋ねください｡

赤風15−0533

