
「さげもん」…
江戸末期ごろに女の子が生まれる初
節句のお祝いにお雛様の代わりに古
着の端切れで小物を作り飾ってお祝い
したのが始まり

開催期間
2017年2月11日～4月3日

柳川雛祭り
さげもんめぐり

2017.3
添乗員同行プラン

2～4名1室

1名1室

室定員 新大阪駅・新神戸駅発着

26,000円
29,000円

出発日
3月12日（日）・１４日（火）・１６日（木）

■旅行代金［おとなおひとり様］普通車・指定席利用の場合

4070003-□→801：2名以上1室 802：1名1室手17 N（コースNo.-　）B エスコート 旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。

万円2.62.6■旅行代金（おとなおひとり様） 
新大阪駅・新神戸駅発着/普通車
（2～4名1室）ご利用の場合

添乗員同行 1名1室を設定 1泊2日

■旅程

注1

※時刻改正等により、列車名・発着時間が変更となる場合がございます。　
※貸切バス会社名：つくしの観光バス又は同等クラス
　　北原白秋入場券は旅行代金に含みます。

1
日
目

2
日
目

× × 夕

朝 昼 ×

古古

阿蘇〔泊〕（17：00頃）（約35分）

〈　 のぞみ99号又は1号/普通車・指定席〉

大観峰

博多駅（17：50～18：33発）（約45分）

お宿（9：00頃）

新大阪駅（8：18～8：24発） 新神戸駅（8：32～8：37発）
博多駅（10：48～10：53着）

新神戸駅（20：06～20：49着）
〈　 のぞみ58号又は62号/普通車・指定席〉

新大阪駅（20：18～21：01着）

柳川（自由昼食・自由散策/約120分）

阿蘇神社 草千里ヶ浜 （昼食：田楽の里/熊本郷土料理をご用意）高森（約45分） （約45分）

白川水源

北原白秋入場券付
注1

幹

幹

約2,300年
の

歴史を有し
た

阿蘇神社へ
も参拝

2日間

と

大観峰
（イメージ）（イメージ）

1/11より白秋生家の座敷には
雛飾りと「さげもん」を飾っています。

写真提供：公益財団法人
北原白秋生家記念財団

写真提供：公益財団法人北原白秋生家記念財団

絶景！！
カルデラの
大パノラマ

絶景！！
カルデラの
大パノラマ

烏帽子岳の
中腹に

広がる大草
原烏帽子岳の

中腹に

広がる大草
原

北原白秋生家・記念館（イメージ）（イメージ）

2～4名1室

同料金！

草千里ヶ浜
（イメージ）（イメージ）

■最少催行人員35名

（イメージ）（イメージ）

■宿泊  阿蘇（熊本県）
アーデンホテル阿蘇
和室又は洋室、バス･トイレ付
※お部屋タイプはお選びいただけません。
●夕食：レストラン又は宴会場（和会席）
●朝食：レストラン又は宴会場（和定食）
※夕・朝食共、食事場所は
　お選びいただけません。

露天
風呂

露天
風呂

阿蘇リゾート
グランヴィリオホテル
洋室、バス･トイレ付
●夕食：レストラン（和洋バイキング）
●朝食：レストラン（和洋バイキング）

外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

●お宿が選べます●

九州を応援します！

この商品は
国の九州観光
支援交付金より

※対象となる旅行商品へご参加されました
　お客様は（全員の方が対象です）
　アンケートの提出が必要となります。
●阿蘇応援ツアー詳細はこちら
http://www.nta.co.jp/otonavi/aso_ouen/

まだまだ
6,500円～7,250円
の支援を受けることができます。

※上記金額に6,500円の支援を受けることができます。

左記金額に6,500円の支援
を受けることができます。

左記金額に7,250円の支援
を受けることができます。



共　同
企　画

〒530-8341  大阪市北区芝田2丁目4番24号

株式会社日本旅行
「地球にやさしい旅人宣言」－自然や文化遺産を大切に－

旅行企画
実　施 株式会社日本旅行

〒530-0001 
大阪市北区梅田１丁目１１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

おとなび・ジパング商品センター

〒530-0001
大阪市北区梅田１丁目１１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
おとなび・ジパング商品センター

ご案内 必ずお読みください。
●添乗員…添乗員は、1日目の新大阪駅から2日目の新大阪駅まで同行いたします。
●最少催行人員…35名
●取消料について…取消料の適用は助成金適用前の旅行代金が対象となります。取消料に割引を適用することはできません。
●交通機関について…同一グループ（お部屋ごと）、同一発着のお申込みとなります。
●催行中止について…最少催行人員に満たない場合、ご出発の16日前までに催行中止とさせていただきます。
●お申込み最終締切…ご出発の16日前まで予約を受け付けます(ただし16日前が土･日･祝日にあたる場合はその前の平日が最終締切日となります)。
●集合時間･集合場所･出発時間…ご旅行出発前にお渡しする確定日程表にてお知らせいたします。
■その他
●パンフレット掲載の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場合があります。
●本文中の｢旅のこだわり｣等は、旅行代金に含まれています。お客様のご都合でご利用にならない場合でも返金はございません。
●各観光施設の営業時間や休館日・お寺の法要等は、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
●このパンフレットでご案内のご旅行代金以外の入場料・運賃・利用料金などはすべて予告なく変更になることがあります。天候や交通事情、運送機関
の遅れ等により行程が一部短縮、変更・削除される場合があります。この際の返金はございません。予めご了承ください。

西Ｊ4070003

会員番号の確認をさせていただきますので、会員手帳をご準備の上、お電話ください。

●お問合わせ・お申込みは下記へ

１.募集型企画旅行契約
（１）（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。
（2017年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。

（４）宿泊のみご予約になった場合

※ただし、2017年5/3～5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、
⑴お客様との間の連絡のため、⑵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、⑶旅行に関する諸手続のため、⑷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、⑸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⑵、⑶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。

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。ご旅行条件書

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

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％

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

■マークの紹介
車内禁煙 快適なご旅行を皆様がお楽しみいただけるよう、車内

での喫煙はご遠慮ください。なお、愛煙家のお客様は
60～120分毎に休憩、下車観光いたしますので、その際に喫煙いただけます。

温泉 露天風呂 洗浄機付トイレ

露天
風呂

●コースの行程に表示されている記号は次の通りです

幹 新幹線普通車・指定席

JR線〈凡例〉 ＝＝＝ バス 徒歩又はお客様ご負担

食事条件 　  朝食 　  夕食 　  食事なし 
青文字/下車観光 青文字以外は車窓観光

……

散策コースに最適！

万円2.42.4■旅行代金（おとなおひとり様） 
新大阪駅・新神戸駅発着/普通車
（2～4名1室）ご利用の場合

添乗員同行 1名1室を設定 1泊2日
白川水源に

も
立ち寄り！！

2～4名1室

同料金！

4070003-□→805：2名以上1室 806：1名1室手17（コースNo.-　）B エスコート N

※時刻改正等により、列車名・発着時間が
　変更となる場合がございます。　
※貸切バス会社名：堀川バス又は同等クラス）

旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。

2～4名1室
1名1室

室定員 新大阪駅・新神戸駅発着

24,000円
27,000円

■最少催行人員35名　
■食事回数：朝1回・夕1回

■旅程

■旅行代金［おとなおひとり様］普通車・指定席利用の場合

1
日
目

2
日
目

× × 夕

朝 × ×

草千里ヶ浜

阿蘇〔泊〕（17：00頃）（約90分）

日田・豆田町
水基めぐり

（自由散策・自由昼食/約90分） （約45分）
（自由散策/約30分）大観峰

〈　のぞみ99号又は1号/普通車・指定席〉

白川水源

新大阪駅（8：18～8：24発） 新神戸駅（8：32～8：37発）

博多駅（17：50～18：33発）

ホテル（9：00頃）

博多駅（10：48～11：00着）
（自由昼食・散策/約90分）

幹

〈　のぞみ58号又は62号/普通車・指定席〉幹
新大阪駅（20：18～21：01着）新神戸駅（20：06～20：49着）

阿蘇神社
…………

…………… 出発日 3月12日（日）・１3日（月）・１5日（水）・１7日（金）・１9日（日）

永寿泉

阿吽の泉
清泉酒杜の水

白雪の水
下町の水

猿田彦の水

欣命水
菓恋水

幸の泉

文豪の水

金脈の泉 金運の泉
竹沢の泉

学業の泉
●

●
●
●

●

●

●

●

● ●

●

●

● ●

●

阿蘇神社
極
楽
寺

至黒川
温泉

至熊本 至波野

清水を訪ねて歩く、水基めぐり清水を訪ねて歩く、水基めぐり

と

日田・豆田町街並み
（イメージ）（イメージ）

日本最古の

商家や蔵屋敷が
残る街並み 水基とは…水が出る基（もと）水飲み場。十数年前から木や

石造りの水基を十四箇所設置し、道往く人々にふるまっています。

白川水源（イメージ）（イメージ）

湧水に恵まれた
一の宮の

「水基めぐり」
（イメージ）（イメージ）

阿
蘇
神
社

（イメージ）（イメージ）

絶景の阿蘇
伝統歴史・日田の街並み

（※1985年環境省選定）

名水百選に選ばれるほど
有名な水源

この商品は国の九州観光支援交付金より

※対象となる旅行商品へご参加されましたお客様は（全員の方が対象です）アンケートの提出が必要となります。
●阿蘇応援ツアー詳細はこちら http://www.nta.co.jp/otonavi/aso_ouen/

6,000円～6,750円の
支援を受けることができます。

■宿泊  阿蘇（熊本県）
アーデンホテル阿蘇
和室又は洋室、バス･トイレ付
※お部屋タイプはお選びいただけません。
●夕食：レストラン又は宴会場（和会席）
●朝食：レストラン又は宴会場（和定食）
※夕・朝食共、食事場所は
　お選びいただけません。

和室又は洋室又は和洋室、バス･トイレ付
※お部屋タイプはお選びいただけません。
●夕食：レストラン（和会席）
●朝食：レストラン
　（バイキング）

露天
風呂

露天
風呂

露天
風呂

阿蘇リゾート
グランヴィリオホテル

阿蘇の司 ビラパークホテル
＆スパリゾート

洋室、バス･トイレ付
●夕食：レストラン
　（和洋バイキング）
●朝食：レストラン（和洋バイキング）

●お宿が選べます●

※除外日：3/12・15出発 ※除外日：3/13・19出発

※上記金額に6,000円の支援を受けることができます。

左記金額に6,000円の支援
を受けることができます。
左記金額に6,750円の支援
を受けることができます。

2日間

●営業時間/9：30～17：00（日曜・祝日は休み）　
　〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-300 大阪駅前第三ビル3階　
　総合旅行業務取扱管理者　堀池 奈緒

0570-666-631
※一部のIP電話等からは☎06-6347-9100

おとなびジパング電話予約センター


