
●時季により料理内容・器については、写真と一部異なる場合があります。
●こどもⒶ代金…おとなに準じた（数品又は量の少ない程度）お食事となります。
●こどもⒷ代金…お子様向けの内容（お子様ランチ風）のお食事となります。
●こどもⒸ代金…幼児施設使用料となります。全期間・全プランともに同一代金となります。
又、一部屋あたりの利用人数には含まれません。ゆかた・寝具・お食事をご希望の場合は
現地にてお支払ください。
●お食事場所・内容については、特に記載がない限りお選びいただけません。

JRセットプランの行程表とJR利用加減代金表、
マークの見方については裏面をご覧ください。

旅行代金には諸税・サービス料
等が含まれております。

’18 ’1912/8 3/31
12/27～1/6宿泊は除く 限定列車スペシャル！

JRで行く
パーソナル
フリープラン 3681382　

台風20・21・24号でしばらくお休みしておりましたが
12月から元気に営業再開!!

和歌山・川湯温泉

野趣の露天風呂 冨士屋山水館 川湯みどりや
自然の山々に囲まれた閑静なたたずまい。温泉が湧く川原は宿の前になります。

ふ じ や
や しゅ ろ てん ぶ ろ

川湯温泉最大の数奇屋風のお宿。大塔川を望む大浴場や川原の露天風呂が詩興をそそります。

ゆかわ
さん すい かん

○素 001 ○手1 B券 6539-101

※送迎/当日予約

販売素材 和室 洋室
002001

○素 001 ○手3B券 6539-103

販売素材 基本 先どり
004003

夕食
朝食
客室

交通
送迎
幼児

駐車場

◎1963年築（1989年一部改築）/90室　　　15：00　　　10：00
レストラン又は食事処（会席料理3品＋バイキング料理）
レストラン（和洋バイキング）
和室バス･トイレ付（10畳/2～5名）又は
洋室（ツイン）（禁煙）バス･トイレ付（20㎡/2名）
JR紀伊田辺駅より路線バスにて約1時間40分
本宮町内のバス停より送迎あり/当日TEL連絡
こども©代金でご予約ください。
（寝具及び食事及びゆかた代は含まれません。）
無料

■宿泊日カレンダー 夕食一例

こどもⒸ代金 Ⓒ代金に含まれるもの対象年齢
2,160円 幼児施設使用料 4,760円3才～小学生未満

JRセットプラン基本代金/大阪⇔紀伊田辺（　　　　 利用）Aグループ

■基本代金／お一人様 1泊2日 夕・朝食付 （単位:円)

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

温泉 露天

WiFi

夕食イメージ 夕食バイキング/イメージ

宿泊日
JRセット/大阪⇔紀伊田辺（　　　　　 利用）

おとな こども
4～5名1室 3名1室 2名1室 Ⓐ代金 Ⓑ代金

おとな こども
4～5名1室 3名1室 2名1室 Ⓐ代金 Ⓑ代金

Aグループ 宿泊プラン

■宿泊日カレンダー

こどもⒸ代金 Ⓒ代金に含まれるもの対象年齢
3,240円 幼児施設使用料 5,840円2～3才

JRセットプラン基本代金/大阪⇔紀伊田辺（　　　　 利用）Aグループ

■基本代金／お一人様 1泊2日 夕・朝食付 （単位:円)

おとな こども
4～5名1室 3名1室 2名1室 Ⓐ代金 Ⓑ代金

おとな こども
4～5名1室 3名1室 2名1室 Ⓐ代金 Ⓑ代金

宿泊日
JRセット/大阪⇔紀伊田辺（　　　　　 利用）Aグループ 宿泊プラン

IN OUT
夕食
朝食
客室
交通
幼児

駐車場

◎本館1993年一部改装/31室　　　14：00　　　10：00
宴会場（和食会席）
宴会場（和定食）
和室バス･トイレ付（10畳/2～5名）
JR紀伊田辺駅より路線バスにて約1時間50分
こども©代金でご予約ください。
（寝具及び食事及びゆかた代は含まれません。）
※4才～小学生未満はこどもⒷ代金となります。
無料

IN OUT

温泉 露天

洗浄機付
トイレ WiFi

貸 切
有料・当日

21日前までのお申込みで
おとな 500円引
こどもⒶ 350円引
こどもⒷ 250円引

♨川湯温泉♨
～川原を掘ればたちどころにお湯が湧く!～

全国でも珍しい自然の露天風呂が楽しめます。
12～2月は川をせきとめた大露天風呂
「仙人風呂」がご利用いただけます。
※天候や川の増水等により入浴できない場合もあります。

●今年の仙人風呂は
12月22日（土）開湯予定です。

3品の会席料理＋
バイキング料理
※こどもⒶ代金は
2品＋バイキング、
　こどもⒷ代金は
バイキングのみ
となります。

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

洗浄機付
トイレ

和室
のみ

洋室
のみ

おとなの方
ご夕食時　 飲み放題付!!おとなの方
ご夕食時　 飲み放題付!!

おすすめポイント

※旅行代金に含まれます。

熊野古道（発心門王子、伏掛王子）へ無料バスを
運行しています。チェックイン時にご予約ください。

山水館川湯みどりや 8：00、9：00、10：00発

野趣の露天風呂富士屋 9：00発

露天風呂/イメージ
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〈ご夕食〉

川湯温泉周辺観光『世界遺産熊野古道』

川湯温泉イメージ／写真提供：公益社団法人和歌山県観光連盟

山水館川湯みどりや・野趣の露天風呂冨士屋 共通

飲み放題メニュー（120分間）
●日本酒（冷酒除く） ●ビール
●ウイスキー ●焼酎
●ソフトドリンク

飲み放題メニュー（120分間）
●日本酒
●ビール
●ソフトドリンク

山水館川湯みどりや 野趣の露天風呂冨士屋



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。

1 0 4 5 0 1 0 0  0 6

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。

〈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。

16.7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

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
右記日帰り旅行以外

無料
旅行代金の20％
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％

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％

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。（2018年12/29～
31、2019年1/1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。
（４）宿泊のみご予約になった場合

※ただし、2018年12/29～31、2019年1/1にご宿泊の場合
は、（1）の取消料が適用となります。
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（https://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2016年7月１日を基準としています（更新日
2018年12月1日）。また旅行代金は2018年12月1日現在の
有効な運賃・規則を基準としています。

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。

1～14名
15～30名
31名以上

無料
無料

20%
20%

30% 10%

50%
50%
50%

100%
100%
100%

7日前 8日前～20日前6日前5日前4日前3日前前日当日旅行開始後の解除
または無連絡不参加 2日前

赤西3681382

◎その他、詳しくは係員までご相談ください。

【JRセットプランのご利用について】●同一列車を2名以上、往復でお申込みください。ベッド・食事
不要の幼児でJRの座席が必要な場合は、通常のJR切符をご購入ください。JRセットプランのご利
用はできません。但し、こどもⒸ代金の設定がある場合、こどもⒸ代金のJRセットプランを選択でき
ます。●同一グループでも座席が離れる場合があります。●乗車変更について…列車変更などお受け取
りになられたチケットの変更はできません。●取消・減員が発生した場合、列車の出発前までにJR券
を持参の上、お申込み店舗に申し出ください。持参できない場合は、最寄のJR駅（みどりの窓口）にて
往復分の指定席取消証明を受けてください。片道のみの払戻しはできません。（払戻にはJR券が必要
となります。）払戻は１０日間までを目安に、お申込み店にＪＲ券をお持ちください。●ＪＲセットプラン
では、特別割引による乗車券・特急券類を使用しています。このため次のような点で通常のＪＲ切符と
は取扱が異なりますのでご注意ください。 ・パンフレットに記載のある途中下車可能駅を除き、途中下
車はできません。途中下車駅では自動改札を通らず有人改札をご利用ください。●旅行商品上、ご利用
いただける席数に制限がある場合がございます。一般席に空席があっても当該商品では満席となる場
合があります。●往復JR＋1泊以上のセットであれば、他のパンフレットの宿泊プランやお客様手配の
宿泊と組み合わせて最大13泊14日までのお取扱いが可能です。

18.07

【特別な配慮を必要とする方のお申込みについて】　お客様の状況によっては、当初の手配内容に含ま
れていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性が
ある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

限定列車
（Aグループ）
のご案内

●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。●添乗員・現地係員の同行
しない個人旅行です。このご旅行では約款に定める旅程管理は行いません。ご旅行に必要なクーポン券
類をお渡しいたしますので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。●最少催行人
員：2名様（おとな2名様よりお申込みを受付。一部の施設は1名様でお申込いただけます。）但し、JR
利用プランは特に記載が無い限り最少催行人員：２名様（２名様よりお申込みを受付。）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、未使用部分についての払戻は一切できません。（運休・欠
航等による場合はこの限りではありません。）●ご旅行日程中、当社による交通機関、ホテル、オプショナル
等の手配が全く行われていない期間にお客様が被った損害については当社約款に基づく補償金等の支
払い対象になりません。●カレンダーで色付の日が設定日となります。「白色」日の設定はありません。
【こども旅行代金について】
●こども代金は、原則として小学生の方に適用いたします。●小学生未満のお子様でもＪＲ座席のご利用
を希望される場合はこども代金（宿泊＋ＪＲセット）が適用となります。但し、こどもⒸ代金の設定がある
場合、こどもⒸ代金のJRセットプランを選択できます。宿泊施設で寝具・食事のご利用を希望される乳

幼児のお子様でＪＲ座席を使用しない場合は宿泊プランでお申込みください。●こども旅行代金は特に
記載がない限り３名以上１室からの適用となります（おとな２名以上１室からの適用）。おとな１名＋こども
１名以上で１室となる場合、こども１名様分はおとな代金が必要となります。
【宿泊プランについて】
●原則、同一グループは同一プラン・同一メニューにてお申込みください。（一部人数でのプランの変更は
できません。）※一部人数でのプラン変更が可能な場合はその旨明記しています。●お宿、プラン、宿泊日
によりご用意したお部屋数に限りのある場合があります。●宿泊について１室につきおとな 2 名様以上と
なるようにお申込みください。※一部の施設は 1 名様でお申込いただけます。※おとな１名・こども１名で
のお申込みが可能な場合はその旨明記しています。●一部屋当りの利用人数にはこども代金をお支払い
のお子様は数えますが、乳児・幼児（０才～小学生未満）及びこどもⒸ代金適用のこどもの方は数えません。
●こども旅行代金は原則として小学生のお子様及び、宿泊施設での寝具・食事等のご利用を希望される
乳幼児（小学生未満）のお子様に適用となります。また施設・プランにより乳幼児でもこども代金が必要
な場合があります。乳幼児のお子様で宿泊施設でのお食事・寝具を利用されない場合でも、「施設使用料」
等がかかる場合があります。又お食事がバイキングの場合、別途料金が必要となる場合があります。（現地
にて実費をお支払いいただくか、こどもⒸ代金の設定がある場合、申込み店舗でお支払いください。）
【料理提供内容について】
●お食事場所・内容について、複数の場所・メニューが記載されている場合、選択可能な旨の明記がない
限りお選びいただけません。●メニューの選択が可能なプランについては、特に明記のない限りお申込み
グループ単位での選択となります。●お食事場所は、お部屋の利用人数により記載場所と異なる場合があ
ります。また、同様に食事内容が「バイキング」の場合、お宿の都合により食事場所・内容が変更となる場
合があります。●同一宿泊施設で連泊される場合、２泊目のお食事内容はパンフレット記載内容と異なる
場合があります。（同一料理内容をご希望の場合は、お申込み時にその旨お伝えください。但し、ご希望に
沿えない場合があります。）●お子様の食事内容の目安は下記のとおりです。 ・こどもＡ：おとなに準じた
（数品または量の少ない程度）食事となります。 ・こどもＢ：お子様向け内容（お子様ランチ風）の食事とな
ります。 ・食事内容がバイキングの場合、こどもＡ・Ｂ共おとなと同内容となります。施設により対象年齢
が異なります。詳しくは各お宿欄をご覧ください。
【お楽しみメニューについて】
●本文中のお楽しみメニューは旅行代金に含まれています。お客様の都合でご利用にならない場合でも、
返金は一切できません。●特に明記がない限り、誕生日・結婚記念日などの記念日メニューは記念日が宿
泊当日に該当する場合のみ有効となります。証明できるものをチェックイン時にご提示ください。●お楽
しみメニューは、おとなとこどもの旅行代金をお支払いの方が対象となります。（添い寝のお子様、又はこ
どもⒸ代金の方は対象となりません。）●連泊の場合でも、特に明記のない限りお楽しみメニューは滞在
中１回のみとなります。
【客室について】
●洋室利用の場合で特に明記のない場合は１名１室はシングル、２名１室はツインまたはダブルまたはス
タジオツイン、３名以上１室はツイン＋補助ベッドとなります。３名以上１室の場合、お部屋が手狭になっ
たりベッドの運び込みが遅くなる場合がありますのであらかじめご了承ください。
【平日・休日・休前日について】
●「平日」とは月曜日～金曜日を示し、「休日」とは日曜日及び祝日を示します。また、「休前日」は「休日」の前
日と土曜日を示します。尚、「休前日」に当たる「休日」（2018年12/23、2019 年1/13、2/10）は休前日扱
いとなります。
【お宿からの送迎について】
●お宿からの送迎については、原則として迎え時間を掲載しています。送り時間につきましては現地にて
ご確認ください。また、送迎時間はチェックイン・チェックアウト時間に合っていない場合があります。
【当社企画実施のバス・タクシー利用のツアーについて】

●道路交通法改定に伴う当社安全基準の見直しにより幼児（３～６才小学生未満）もバスまたはタクシー
の座席を確保しての参加を義務付けさせていただいています。それに伴い幼児料金の取扱が下記のとお
りとなります。 ・バスまたはタクシー座席を確保して有料で参加の幼児の場合、ツアー中のバスまたはタ
クシー座席以外（宿泊・ＪＲ座席など）の提供はございません。 ・２才までの乳児は、基本的に保護者との
相席（ひざの上）となります。バスまたはタクシー座席を希望される場合は「幼児代金」にてお申込みくださ
い。※旅行中の食事など、全てのサービス提供を希望される方は「こども代金」にてお申込みください。
【本パンフレットに記載している写真・マーク表示・情報・その他について】
●料理写真は一例またはイメージであり、時期や仕入状況、お申込み人数により料理内容や器・盛り付け
が変更となる場合があります。●お風呂写真で女性のモデルを使用しているものでも、男性浴場である場
合があります。●お部屋写真は一例であり、実際とは異なる場合があります。●風景写真については、撮影
時期の関係で実際とは情景が異なることがあります。●花・紅葉の見頃は天候により異なる場合がござ
います。あらかじめご了承ください。●各施設の情報として掲載している「各種マーク表示」「駐車場利用条
件（車種・台数等）及び料金」「送迎についてのご案内」「幼児施設使用料」「各種メニューの通常料金」等は
施設の情報を基にしています。予告なく変更となる場合がありますので、事前に各施設にご確認される事
をお勧めいたします。●宿泊施設により、客室までの荷物の上げ下げはお客様自身で行っていただきます。
●パンフレット掲載の観光情報は2018年12月資料に基づいて作成しておりますが、営業日、営業時間、
料金等予告なく変更になる事があります。ご出発前に確認の上お出かけください。●一部インターネット
予約ができないプランもあります。

パンフレットの見方とご案内〈必ず、お読みください〉
行程表内マーク凡例

 宿泊プランの行程は下記のとおりです。

 基本代金（お一人様）

共通のご案内　◎特に記載のない場合は下記のお取扱いとなります。

コース日次

1

2

宿泊地 食事
JR 徒歩など（お客様負担） ●宿泊地名●最寄駅

※2日目は1日目の逆コースです。 朝

夕川湯温泉
福知山 大阪

鳳

（日根野） 和歌山

姫路・西明石・神戸

新大阪・天王寺京
都

お
客
様
負
担

（
フ
リ
ー
タ
イ
ム
）

特指
特指 特指

普

普

普

普 紀伊田辺

１日目
2日目

ご宿泊地（お客様ご負担）お客様ご自宅又は、前泊地
お客様ご自宅又は、後泊地ご宿泊地 （お客様ご負担）

●宿泊日によって基本代金が異なります。
カレンダーの（■■■ ）宿泊日は　基本代金の（■■■ ）部分の代金となります。　
カレンダーの■宿泊日の設定はありません。代金表の■－ 部分の設定はありません
●連泊される場合は、宿泊プラン代金を加算してください。。

・限定列車（Aグループ）は、限定列車のみのご利用となり、他の列車はご利用いただけません。 
・指定列車に乗り遅れた場合、乗車券・特急券共無効となり、後続の自由席にもご乗車いただけ
ません。

旅行プランとご一緒に、ご旅行出発までにお買い求めください。

設定期間：2018年12月8日～2019年3月31日

組売
可

■基本代金（1台あたり）
本料金には保険料（対人・対物・車両・人身傷害）、免責補償料、
消費税が含まれます。（※乗捨料金は別途必要）

3,900円
7,800円
11,700円
+3,900円

6,200円
11,300円
16,400円
+5,100円

※車種の指定は
できません

主な車種 ●デミオ  ●フィット
●ヴィッツ ●マーチ等

●アクセラ ●カローラ
●ティーダ ●ラティオ等

クラス S A

コースコード
下三桁

（1,000cc～1,300cc） （1,500cc～）

同日中
1泊2日
2泊3日

暦日制
料金

以降1日毎※（注1）

001 002

★Sクラスのみ○自予 、その他クラス○発手 下三桁
○OP C券3680789-021-○○○○手7 

α発券不可

往復JRセットプランご利用の方限定

プラン
●全車カーナビ、ETC標準装備
●チャイルドシート無料※要事前予約
●クイックチェックインサービス
　 ※詳細はお渡しする書面にてご確認ください。

※2018年12月28日～2019年1月6日発の設定はありません。

クーポンをお渡しする際に「ご案内書面」と「チェック
インシート」も併せてお渡しいたします。事前にお読
みいただきシートに必要事項をご記入の上、当日必
ずご持参ください。

クイックチェックイン
サービスご利用の
お客様へ

販売店の
方へ

Sクラスのみ在庫提供しております。予約操作時「配車時間」「返車時間」「補助シートが必要時の個数」「お客様の携帯電話番号」を要事前予約
（MS）。MS入力がないと予約完了となりません。全て禁煙となります。喫煙をご希望の場合は、システム予約後MS入力にてリクエストしてください。
但し、確約となるものではありません。Aクラスは発生手配です。予約先／駅レンタカー西日本予約センターⓉ0088-24-4190、
Ⓕ06-4868-8502（年中無休、9：00～18：00）手配後、上記コードで発券してください。S・Aクラス以外については「旅コレクション南紀」
2ページを参照ください。

取消料あり

特別
価格

JRセットプラン
のご案内

●添乗員の同行しない個人旅行です。
●最少催行人員2名

★天王寺発着の場合の乗降車駅は「オオサカ」で入力3681382-001○契コース番号検索用コースコード
注意 新国内系で宿泊素材を予約した後、ART引継操作をして、JR○契乗車票の予約操作を行ってください。JR行程を予約する際には、○契コース番号

が必要となりますので、新国内系の予約台帳の選択可能一覧からJR検索条件の「素材グループ」「乗車駅」「降車駅」を入力して○契コース番号
を検索してください。中抜きで、1泊目に宿泊を予約しない場合は素材グループから「マル契登録用・ダミー行程」の予約操作を行ってください。

2018年12月8日～2019年3月31日（JRセットプランは31日帰着）
※12/28～1/6乗車日の設定はありません。※3月中旬予定のJRダイヤ改正により記載の利用列車、料金等の条件が変更となる場合があります。

ＪＲセットプラン行程表

設定期間

JR（発手）○契

旅行代金 お一人様　基本代金 ＋ JR利用加減代金

※　　　　　の西明石（幹）・姫路（幹）は新幹線利用の西明石・姫路発着のことです。（新幹線利用区間は、みずほ・さくら号はご利用いただけません）
※片道ずつ　　　　　と　　　　　との列車組み合わせが可能です。
※（注）の利用列車につきましては下記の「利用可能列車のご案内」をご覧ください。

Aグループ
Bグループ

Bグループ

※京阪神の発駅ゾーン（行程表の　　エリアの発駅）では、京阪神エリアを同一駅とみなしますので2名以上で同一列車の利用なら、
　例えば京都発1名、大阪発1名といった取り扱いができます。※途中下車の設定はありません。

利用可能列車のご案内
Aグループ　　　　　利用の場合の条件は下記の限定列車利用のご案内をご覧ください。

Aグループ Bグループ

利用駅

紀伊田辺
Aグループ

Bグループ

往路
復路
往復共
往復共

くろしお3・7・9・13・１５・１９・23・29・31号
くろしお8・10・14・18・22・26・28・32・34号
利用列車くろしお❶・・・新大阪・天王寺 ⇒ 紀伊田辺・白浜終着（またはその逆）となるくろしお号
利用列車くろしお❷・・・新大阪・天王寺 ⇒ 新宮終着（またはその逆）となるくろしお号

利用列車グループ 利用可能列車

・限定列車（Aグループ）は、限定列車のみのご利用となり、他の列車はご利用いただけません。
・指定列車に乗り遅れた場合、乗車券・特急券共無効となり、後続の自由席にもご乗車いただけません。限定列車（Aグループ）のご案内

コース日次

1

2

宿泊地 食事

※2日目は1日目の逆コースです。

在来線特急列車特 普通車指定席指 在来線普通列車（自由席）普

（
日
根
野
）普 普

普 指特

天王寺⇔紀伊田辺は
約2時間です

紀伊田辺指特

フ
リ
ー
タ
イ
ム

（
お
客
様
負
担
）

川湯温泉 ç

å

おとなお一人様／片道（こども半額）  （単位：円）
※利用列車、発着地により
　下記の代金が加減されます。

姫路西明石神戸大阪・
天王寺

西明石
（幹）

姫路
（幹）新大阪京都 福知山和歌山鳳

（日根野）利用駅 利用日
発着地利用列車

グループ 利用列車

紀伊
田辺

Aグループ

Bグループ
12/8～27、
1/7～3/31

限定列車 ※注

くろしお❶ ※注

くろしお❷ ※注

＋600
＋1,500
＋2,000

＋200
＋1,100
＋1,600

±0
＋900
＋1,400

＋400
＋1,400
＋1,900

＋600
＋1,600
＋2,100

－
＋2,900
＋3,400

＋900
＋2,100
＋2,600

－
＋3,500
＋4,000

－100
＋700
＋1,200

－
＋400
＋400

－
＋4,000
＋4,500

JR利用加減代金表

京 都 新大阪・天王寺 和歌山

鳳姫路・西明石・神戸

指特福知山 普 大 阪

限定列車（Aグループ） 全列車（Bグループ）と を選べます。

マークの見方 温泉のある施設はお風呂ごとに
それぞれ

または となっています。
している場合があります。それ以外のお風呂は温泉ではありません。加水 加温

循環かけ流し

夕食場所（内容）※１ 朝食場所（内容）※１
お部屋タイプ 最寄り駅からの所要時間
チェックイン時間

施設情報の見方

チェックアウト時間

幼児施設使用料（現地でお支払ください）※２
送迎ホテルまでの送迎

※１複数の食事場所・内容が記載されている場合、選択可能な旨の明記がない限り、お選びいただけません。
※2 食事、寝具を利用の場合、別途費用がかかる場合がございます。

駐車場料金駐車場

※マークのある施設での
　設定となります。

WiFi

無線LANが客室で利用できます。
※利用条件は各宿泊施設に
　お問い合わせください。

温 泉

温泉があります。
（施設により「加水」「加温」「循環」
「消毒殺菌」等の処理や「入浴剤」を
使用していることがあります）

※全ての浴場が温泉とは限りません。
※客室（露天風呂付客室を含む）内の浴槽は
　マーク表記の対象外としています。

露天風呂が
あります。露天

洗浄機付
トイレ

客室に洗浄機付
トイレがあります。

有料の貸切風呂があります。
（当日予約）

貸切
有料・当日

※喫煙ルームがリクエスト
　対応可能な場合は「※喫煙
　ルームはリクエスト」と
　表記しています。
※満室の場合、ご希望に
　添えないことがございます。

禁煙ルームの設定があります。

予約方法はコースコード欄を参照

オプション情報
他の赤い風船パンフレットの宿泊
付プランと組み合わせてお申し込
みいただけます。

組売
可

●ご用意するSクラスは禁煙車となります。喫煙車ご希望の場合はご予
約の際にお申出ください。但し、確約となるものではありません。
●S・Aクラス以外のお車をご希望の方は係員にお問い合わせください。
●対応営業所：紀伊田辺の駅レンタカー営業所
●保険・補償制度／ •対人：無制限（自賠責を含む）•対物：無制限（免責0）
•車両：時価額（免責0）•人身傷害：1名につき3,000万円
※搭乗者の自動車事故による怪我（死亡・後遺障害）につき、運転者の過失
割合に関わらず、損害額を賠償します。
（限度額3，000万円、治療費を含む損害額は保険約款に定める基準に
従い算出します。）

●装備／全車カーナビ、ETC標準装備／チャイルドシート・ジュニアシート・
ベビーシート無料

●利用会社／駅レンタカー　※取消料／旅行業約款（日帰り）に基づきます。


