
2021.11
京阪神発着

コース日帰り

コース1泊2日

「うみやまむすび号」（イメージ）「うみやまむすび号」（イメージ）

日帰り 1泊2日

日帰り・
1泊2日コース
共通注意事項

同行します（日帰りコースは京都駅から城崎温泉駅まで、1泊2日コースは2日目城崎温泉駅から城崎温泉駅まで同行します）。※復路（1泊2日コースは往路・復路共）ご希望の列車をご予約時にお申し出ください。※日帰りコースは
京都駅発着のみとなり、新大阪駅・大阪駅発着の設定はございません。※1泊2日コースは京都駅発着又は新大阪駅・大阪駅発着となり、「きのさき」と「こうのとり」の組み合わせはできません。※各発地～城崎温泉駅の列車及び宿泊
についてはお客様がサービスを受ける際に必要なクーポン類をお渡ししますので、お手続きはお客様ご自身で行っていただきます。㊟演劇場所は予定です。状況により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容に変更が生じる場合（運休または増発列車の編成変更等）があります。あらかじめご了承ください。

●本館和室 バス・トイレ付
●夕食：お部屋（会席）※最終夕食スタートは18：30となります。
●朝食：お部屋（和定食）
●交通：JR城崎温泉駅より徒歩約15分
●送迎：JR城崎温泉駅より
　チェックインバスあり
　（12：30頃～18：00頃随時運行） 

■宿泊 城崎温泉［兵庫県］

千年の湯 古まん
せん ねん ゆ こ

大浴場

旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。

北近畿で を楽しむ

※2日目のみ

・但馬牛のすき焼き　・ハタハタの塩焼き
・但東の玉子　・秋の天ぷら・香住がに（紅ガニ）のお寿司
・出石そば　・コウノトリ育むお米

但馬の美味いもん三昧

（イメージ）（イメージ）※内容は変更となる場合がございます。

城崎温泉開湯の宿。
情緒深い町並みに映える純日本建築。
大浴場は樹齢木で仕上げた「樹齢の湯」と
モダンな大理石造りの「白亜湯」がございます。
お料理自慢のお宿です。

7,000円7,000円
■旅行代金 おとなおひとり様/日帰りコース利用の場合■旅行代金 おとなおひとり様/日帰りコース利用の場合

「うみやまむすび」
日帰り 1泊2日

貸切乗車貸切乗車
全  日
出発保証
全  日
出発保証

問合せ番号 うみやまむすび DM

京都（7：32発）a〈ıきのさき1号〉a 城崎温泉a〈「うみやまむすび」貸切運行〉a
aa（途中❶鎧駅㊟にて演劇鑑賞）a餘部駅（「空の駅」❷余部鉄橋㊟にて演劇鑑賞）a
〈「うみやまむすび」貸切運行〉aa（途中、❸香住駅㊟にて演劇鑑賞）aa城崎温泉
（13：15頃着/到着後城崎温泉街を自由散策）…城崎温泉（14：35発/16：31発）a

a〈ıきのさき18/20号〉a  京都（17：07着/19：09着）

日
帰
り

■旅程 赤文字/入場又は乗り物観光

ƒ ∂ ƒ

出発日 日帰り

7,000円

■ 　　　　　旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］普通車・指定席京都駅発着

は出発保証

11月5日（金）・6日（土）

出発日 2～4名1室

25,000円11月4日（木）・5日（金）
は出発保証

［京阪神発着］4010207-301　
 2操作 フリープラン○契4010207-□→901（ZP専用日帰り/京都往復）
  

手10 O（コースNo.-　）BI エスコート

①新大阪（12：05発/14：05発）aa 大阪（12：11発/14：11発）a〈ıこうのとり9/13号〉
a城崎温泉（14：54着/16：50着）……城崎温泉【泊】
②京都（11：25発/13：25発）a〈ıきのさき5/7号〉a 城崎温泉（13：49着/15：49着）
　…城崎温泉【泊】※各自チェックイン
お宿（9：30頃）…城崎温泉a〈「うみやまむすび」貸切運行〉a（途中❶鎧駅㊟にて演劇鑑賞）a 
餘部駅（「空の駅」❷余部鉄橋㊟にて演劇鑑賞）a〈「うみやまむすび」貸切運行〉a（途中、❸香住駅㊟

にて演劇鑑賞）a 城崎温泉（13：15頃着/到着後城崎温泉街を自由にお楽しみください。）
①城崎温泉（13：29発/15：30発）a〈ıこうのとり18/22号〉a大阪（16：23着/18：21着）

a新大阪（16：28着/18：28着）
②城崎温泉（14：35発/16：31発）a〈ıきのさき18/20号〉a京都（17：07着/19：09着）

■旅程 赤文字/入場又は乗り物観光

1

2

ƒ ƒ ç

å ∂ ƒ

夕食一例／造り盛りは4人前夕食一例／造り盛りは4人前

DM9-02
問合せ番号添乗員

同行

DM9-03
問合せ番号添乗員

同行

●スイッチを押すと何かが起こる一瞬の演劇「スイッチ」を日本各地で上
演してきた話題の演劇チーム「スイッチ総研」が、兵庫県但馬に登場！
観光列車「うみやまむすび」とタッグを組み、場所の個性を取りこんだ
小さな演劇で兵庫県北部の魅力をお伝えします。
●小さな演劇の舞台となるのは、鎧駅、香住駅、そして余部鉄橋「空の
駅」の予定です。
●演劇のテーマは自然が育んだ兵庫県北部（但馬地域）の魅力。場の景
色、特産品、歴史などを取り込み、ささやかな物語にのせて愉快にお送
りします。内容は当日見てのお楽しみです。
●日本海の絶景、趣のある山間の無人駅などを背景に、その場でしか上
演できないオリジナルの「小さな演劇」をいくつもご覧いただきます。

餘
部
駅

鎧
駅

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

■　 　　　 　　　　　旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］普通車・指定席京都駅・新大阪駅・大阪駅発着

［大阪発着］4010207-001：2名以上1室　［京都発着］4010207-002：2名以上1室　
 2操作 フリープラン○契4010207-□→900（ZP専用宿泊付/新大阪往復・京都往復）
  

手17 O（コースNo.-　）BI エスコート

11月5日（金）・6日（土）の2日間限定運行！！

おすすめ
❶

おすすめ
❶

おすすめ
❷

おすすめ
❷

但馬地域が育んだ地元の食材を使用した
お弁当を車内にてご用意！
但馬地域が育んだ地元の食材を使用した
お弁当を車内にてご用意！

本館大浴場（イメージ）本館大浴場（イメージ）

往復JR代・観光列車代・
演劇鑑賞・お弁当がついて

この価格！なんと

北近畿の絶景駅「鎧駅」「餘部駅」にて
ここでしか見れない演劇鑑賞！
北近畿の絶景駅「鎧駅」「餘部駅」にて
ここでしか見れない演劇鑑賞！

よろい　よろい　 あまるべあまるべ



新型コロナウイルス感染拡大を防止する取り組みと、
ご旅行に際してのお客様へのお願いです。

※上記対応については、変更となる場合がございます。　※イベント・見学施設等の休止により、一部ツアーを中止にする場合がございます。該当コースにお申し込み済みのお客様につきまし
ては、申し込み箇所よりご連絡させていただきます。今後も中止コースが発生する可能性がございますが、何卒ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大を防止する取り組み

■添乗員同行ツアーについて

当社（※）では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウイルス対応ガイドライン」に基づき適切な衛生管理と感染防止に努めております。また、掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業種
によるガイドラインに準じた機関・施設を利用しています。※（株）日本旅行　国土交通省により発表された新しい旅のエチケットについてもご一読いただきますようお願いいたします。

ご旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルスと診断された場合には、速やかに当社お申し込み窓口までご連絡ください。
ご報告内容については当社の把握する接触者への注意喚起に使用させていただきますが、お客様の個人情報については適切にお取扱いさせていただきます。

検温 安心施設 バス（座席）
当日添乗員
による検温及
び体調確認を
行います

交通機関、宿泊、食事施
設など各業種によるガイ
ドラインに準じた機関・
施設を利用しています

バスの乗車人員
は通常ツアーの
半分以下1台
20名でご用意

添乗員等の
マスク着用

ソーシャルディスタンス ご旅行に際して
お客様への
お願い添乗員ならびに係員

は業務中マスク類の
着用をします

マスクの着用や手洗い・うがい
にご協力をお願いいたします

観光時は、
密閉・密集・密接に
配慮いたします

安心してツアーにご参加いただくために新型コロナウイルス感染防止への取り組み （添乗員同行の旅）～詳しくは『おとなび』ホームページをご覧ください～

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。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、予約のお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、当社らが申し込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した
時に成立します。
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（取消料）
（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。

（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

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2021年1月１日を基準としています（更新日2021年9月1日）。また旅行代金は2021
年9月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

21.1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％以上申込金

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

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％

※新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等により、営業日・休業日または
　営業時間が変更となる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。●お問合わせ・お申し込みは下記へ

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。

お近くの日本旅行の各支店でもお申し込みできます。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
西J4010207-001

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

旅行企画
実　施 株式会社日本旅行 〒530-0001 

大阪市北区梅田1-1-3-300 
大阪駅前第三ビル3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
おとなび・ジパング商品センター

〒530-0001
大阪市北区梅田1-1-3-300 
大阪駅前第三ビル3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
おとなび・ジパング商品センター

●営業時間 10：00～17：00  土・日祝も営業
　〒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  服部 亨 

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

株式会社  日本旅行
おとなびジパング予約ダイヤル
（おとなび・ジパング商品センター内）

添乗員同行プランのご案内 必ずお読みください。

●添乗員…添乗員が同行します。［日帰りコースは京都駅から城崎温泉駅まで、1泊2日コースは2日目城崎温泉駅から城崎温泉駅まで同行します。］　
●交通機関について…同一グループ（お部屋ごと）、同一発着地でのお申し込みとなります。座席の配列により、グループ・ご夫婦・ご家族の方であっても通路を挟んで
　　　　　　　　　  並んだり、前後の座席に分かれたりして、隣り合わせにならない場合があります。
●お申し込み最終締切…ご出発の前日から起算して20日前までで一旦締め切ります。それ以降は、すべての予約手配が可能になり次第、お引き受けいたします。
●こども・幼児代金について・・・係員にお問い合わせください。
●集合時間･集合場所･出発時間等の最終的な日程…ご旅行出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）にてお知らせいたします。
●運行バス会社のご案内…ツアーを運行するバス会社につきましては、日本旅行ホームページの「利用バス会社一覧」に掲載されているバス会社を利用します。　　
　　　　　　　 　　　 （https://www.nta.co.jp/otonavi/pdf/bus_ichiran_otonavi.pdf）
■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。
　　　　 ●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。

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。

■マークの紹介 ※掲載のお宿にある設備のみ記載しています。

洗浄機付
トイレ

温泉 大浴場

大浴場

【特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて】
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。

特特急
赤文字…入場又は乗り物観光　

※行程にある記号のみ記載しています。
JR

食事条件 　  朝食   　弁当   　夕食   　食事なし

●コースの行程に表示されている記号は次の通りです

×朝 弁 夕

赤文字以外は車窓観光　　　　　
徒歩又はお客様ご負担区間…

　 最少催行人員です　　添乗員が同行するか同行しないかを記しています
　 バスガイドが同行するか同行しないかを記しています
　 貸切バス会社名です。なお、ツアーを運行するバス会社につきましては、
日本旅行ホームページの「利用バス会社一覧」に掲載されているバス会社を利用します。
https://www.nta.co.jp/otonavi/pdf/bus_ichiran_otonavi.pdf

●各コースの注意事項に表示されている記号は次の通りです

さとの湯

御所の湯

鴻の湯
一の湯

柳 湯

まんだら湯 城崎温泉外湯（別料金⁄現地払い） 足湯

地蔵湯

1

4

2千年の湯
古まん

3

ご利用の際にはおかえりの
きっぷをご呈示ください。
（他の割引とは併用できません）

UTSUROI
CAFÉ

1名様 50円引き
営業時間／8:00～17:00
休業日／木曜日

1

1名様 50円引き
営業時間／10:00～17:00
休業日／不定休

2

割引券
営業時間／8:00～18:00　休業日／無休
（状況により本店と駅前店のどちらか1店舗での
営業となる場合がございます）

3Cafe&Bar 3rd
駅から徒歩約3分。列車の待ち時間におすすめ

300円以上のご利用につき

営業時間／9:00～23:00
休業日／不定休

おけしょう鮮魚
物産・鮮魚

城崎ジュース 菜果
（ビンジュース除く）

4
ジュース
割引券

城崎温泉
散策マップ
そぞろ歩きを
お楽しみ
ください。

※城崎温泉街での演劇の実施については未定となります。

おすすめ
❸

おすすめ
❸

城崎温泉での
お楽しみをご用意！
城崎温泉での
お楽しみをご用意！


