
琵琶湖疏水船下り
日帰りツアー
琵琶湖疏水船下り
日帰りツアー 乗船ガイドが見所を

ご案内いたします！
※イヤフォンガイド貸出あり

●運行コース／大津→蹴上（約50分）、蹴上→大津（約35分）
※現地へは各自でお越しください。※解散後は各自でお帰りください。
※三井寺又は南禅寺の観光は各自でお願いします。

旅行代金には
諸税・サービス料
等が含まれて
おります。

●旅行代金
　（おとな・こども共/お一人様） （単位：円）

乗船+
三井寺拝観＆昼食付 11,000

大津～蹴上間乗船
+拝観券 8,900

便 コース 代金

安心プラン 国内旅行傷害保険 7日間まで、わずか1,000円で安心旅行 旅行中の思いがけないケガ、賠償責任、盗難事故などワイドな補償でお応えします。
楽しいご旅行に国内旅行傷害保険をご用意ください。※一部お取扱いのできない販売店がございます。

17.1月改定
この書面は、旅行業法第12条の４の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の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。赤い風船旅行条件書

１.募集型企画旅行契約
（１）赤い風船・（ＷＥＮＳ赤い風船）は（株）日本旅行（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全
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）

（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。申込金のみで取消料がまかなえないとき
は、その差額を申し受けます。（5/3～5は、ご宿泊のみの場合でも下記の取消料が適用さ
れます。）

（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。）ご提供いただ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
のため、⑤当社及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②、③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事があります。
（3）当社及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、メールアドレス等の連絡先を、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のホームペー
ジ（http://www.nta.co.jp）をご参照下さい。
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2017年2月１日を基準としています。また旅行代金は2017年2月1日現
在の有効な運賃・規則を基準としています。

旅行代金 20,000円未満
5,000円以上 20,000円以上

50,000円以上100,000円未満20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上お申込金

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行契約の解除期日 取消料
日帰り旅行
無料
無料

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

宿泊施設などにより、幼児（6才未満）をお連れのときに寝具やお食事をご用
命・ご利用にならなくても、およそ2,000～5,000円程度の「施設利用料金」
を申し受けることがあります。この「施設利用料金」はご旅行代金には含んでい
ませんので、お連れのおとなの方が現地にて直接お支払いください。

〈ご案内〉●7日前までにお申込みください。●ご予約時、乗船者全員のお名前・年令が必要となります。添乗員の同行しない個人旅行
です。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポンをお渡しいたしますので、お手続きはお客様自身で行っていただきます。
●取消料は日帰り旅行に準じます。●完売になり次第、発売停止とさせていただきます。●1便あたりの乗船者数は下りは最大6名様
上りは4名様までとなります。（座席指定は承れません）●小学生未満のお子様は乗船できません。小学生の方は保護者同伴での乗船
となります。●ペットとの乗船は不可です。●乗船時間の20分前に乗下船場にお越しください。●出発時間に遅れた場合、参加放棄と
みなします。その際の返金はございません。●乗船中はライフジャケットを着用いただきます。●乗下船場及び乗船中において、飲食
及び喫煙はできません。●手荷物の持込みは膝上における程度のものとなります。●船上、特にトンネル内は気温が下がりますので、
各自防寒具をご準備ください。●運航コースは長く暗いトンネル区間があり、波による揺れもあります。また座席は背もたれのない座
席となります。●荒天時を除いて催行します。（雨天時・レインコートのご用意あり）　〈利用会社〉琵琶湖疏水船下り実行委員会

出発日／2017年4月8日（土）
●添乗員の同行しない個人旅行です。
●最少催行人員1名個人旅行

12:05大津分所集合 12：25発
11：40頃着・解散

便

1便

2便

3便

8：40大津分所集合   9：00発
11：20頃着・解散

  9：50頃着・解散
10：25旧御所水道ポンプ室前集合 　　10：45発

12：25大津分所集合 12：45発
14：45頃着・解散

13：15頃着・解散
10：45旧御所水道ポンプ室前集合 　　11：05発

4便
15：25大津分所集合 15：45発

15：05頃着・解散
16：35頃着・解散
14：10旧御所水道ポンプ室前集合 　　14：30発

大津乗下船場（大津分所入口） 蹴上乗下船場（旧御所水道ポンプ室前）

13：35頃着・解散
13：50旧御所水道ポンプ室前集合 　　14：10発

琵琶湖疏水記念館

※写真はイメージです。写真提供：琵琶湖疏水船下り実行委員会

●入館料／無料
●営業時間／
　9：00～16：30

売
切
後
免
！

売
切
後
免
！

3670876-001（下り1便）
3670876-002（下り2・3便）
3670876-003（下り4便）
3670876-004（上り1・3・4便）
3670876-005（上り2便）

コースコード:
B券エスコート
手7

販売店の
方へ

予約時に乗船者全員の名前と年令を入力・代表者の携帯番号を必ず行程詳細の
MS欄に入力してください。イントラ・エクストラネット（日程表→西日本→11近畿）

便・拝観券必須選択

便・拝観券必須選択

α発券不可

赤西3670876

 

京阪
三井寺駅

〈集合場所〉
大津分所（入口）

北国橋

乗下船場

第1トンネル
入口

集合後、徒歩で
移動（約300m）

京阪三井寺駅から徒歩約2分大津乗下船場

下り

下り

下り

下り

上り

上り

上り

上り

蹴上乗下船場

大津乗下船場

そ
の
他
の
便
上
り
２
便

園城寺三井寺又は
南禅寺三門
拝観券付

■南禅寺
「南禅寺三門」（重要文化財）
歌舞伎「楼門五三桐」石川五右衛門の伝説で有名です。楼上内陣で
は宝冠釈迦座像や鳳凰の天井画などが見られます。
●京都市左京区南禅寺福池町 地下鉄東西線蹴上駅下車徒歩約10分
●拝観時間/8：40～17：00（受付は16：40まで） ●年中無休

■園城寺三井寺
春の「三井寺」
1,000本以上のソメイヨシノや山桜が境内を淡いピンク色に染め、
散策する人々が後をたちません。
●大津市園城寺町246 京阪電車石山坂本線「三井寺駅」より徒歩
　約10分
●拝観時間/8：00～17：00 ●年中無休

蹴上（イメージ） XM

琵琶湖疏水 写真提供：琵琶湖疏水船下り実行委員会

イメージ

パーソナル
フリープラン 3670876

〈受託販売〉●赤い風船・WENS赤い風船のお問合わせ・お申込みは下記へ。

ホームページから今すぐ空き状況をチェックOK！
赤い風船 関西版 検索

http://www.nta.co.jp/akafu/west/
携帯電話、スマートフォン共通アドレス

※左記のQRコードは端末機種により読み取りできない場合があります。
　その場合は上記アドレスを直接入力してご覧ください。

http://mobile.nta.co.jp/kokunai/

赤い風船に関する様々な情報、商品をインターネットでもご紹介しています。
※インターネット予約できない施設・プランもございます。

赤 い 風船西日本事業部

旅行企画・実施 
〒530-0001 大 阪市北区梅田 1丁目 1 1 番 4 号
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

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を
取り扱う支店（営業所）での取引きに関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者
からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮
なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

 
 

〈乗下船場〉
旧御所水道
ポンプ室前蹴

上
浄
水
場

第3トンネル

地下鉄
蹴上駅

地下鉄蹴上駅から
徒歩約3分

蹴上乗下船場

※1：ご予約時にお選びください。

三井寺拝観＆レストラン風月にて
「三井の晩鐘」の昼食（昼食12：00～）
※下船後各自徒歩にてレストラン風月までご移動

南禅寺三門拝観券付

三井寺又は南禅寺三門拝観券付※1

三井寺又は南禅寺三門拝観券付※1

三井寺又は南禅寺三門拝観券付※1

三井寺又は南禅寺三門拝観券付※1

三井寺又は南禅寺三門拝観券付※1

三井寺拝観券付

三井寺拝観券付

USER
見本


