
京都デスティネーションキャンペーン

50回
記念

50回
記念

大阪 京都

下関

「トワイライトエクスプレス」
運行ルート
下関～山陽～京都間を特別編成で運行します。
1/18 下関（10：37発）～（琵琶湖一周）～
京都（翌：17：43着）

普段非公開の開山・栄西禅師を祀る霊域。
  「龍虎図」「松鶴波図」など江戸時代の
　　障壁画が残っています。

イメージ

特別公開

建仁寺開山堂

イメージ

特別公開

南禅寺天授庵

通常非公開の本堂にて、長谷川等伯
晩年の傑作といわれる障壁画

（重文・複製）を特別公開！

イメージ

老舗料亭 

『菊乃井本店』

東山の山麓にたたずむ1912年創業の料亭。
伝統と革新から生まれた京懐石は、
ひと皿に季節を凝縮。店の佇まいや

雰囲気も含め五感で四季を
感じられます。

特別公開 と 美食堪能

※列車内のため、お食事内容についてのリクエスト（アレルギーを含む）はお受けできませんので予めご了承ください。 ※現在のメニューの一例です。※お食事の時間は変更となる場合がございます。

1日目の昼食は胃にやさしい和
食のランチメニューです。列車の
中で作る出来立ての温かいお豆
腐と旬の野菜の自家製漬物がメ
インです。自家製豆腐は小豆島
産のしょう油やオリーブオイルで
召し上がっていただきます。沿線
のお酒と一緒にお召し上がりく
ださい。

アミューズから最後のデザート
まで7皿の構成です。山陽ルー
トを回ることから、瀬戸内海の
海の幸をメインにその時々の
旬の食材を調理します。お食事
の最後には、『京都北山マール
ブランシュ』の特製デザートを
ご用意いたします。

2日目の朝食は胃にやさしくヘ
ルシ ー な 野 菜 をふんだんに
使ったオリジナルモーニングメ
ニューです。少しずつ色々な野
菜をお召し上がりいただけるよ
うにしました。温野菜プレート
やハムはお替わりもご用意して
います。

列車内4回目の食事となる２日
目の昼食は、特別なトワイライ
トエクスプレスの旅を締めくく
り、次の旅程への準備のため
に、竹籠御膳をお召し上がりくだ
さい。のど越しよく、胃にやさし
いにゅう麺をセットした軽い和
食です。

イメージ イメージ

イメージ イメージ

1月18日 昼食 1月18日 夕食

1月19日 朝食 1月19日 昼食

2回目：12：30～13：15
1回目：11：30～12：15

2回目：8：00～8：45
1回目：7：00～7：45

2回目：19：30～21：10
1回目：17：30～19：10

2回目：12：30～13：15
1回目：11：30～12：15

トワイライト内の食事
各食事には、サ・マーシュがプロデュースした
パンが、夕食には京都北山マールブランシュ
特製デザートが含まれます。

サ・マーシュサ・マーシュ
日本のパン業界を
牽引する
西川功晃さんが
手がけたパンです。

イメージ

京都北山
マールブランシュ
京都北山
マールブランシュ
古都、京都の感性で
創り出す、

「五感に響く洋菓子」
です。

イメージ

京の冬の旅
50回記念号で行く

トワイライトエクスプレス

車 内でのおもてなし

問合わせ番号
チラシ11月
問合わせ番号
チラシ12月

ご同行者も同一代金でご参加OK!京の冬の旅 50回記念特別企画

山陽発着
2016.1
山陽発着
2016.1

2016年1月18日（月）出発限定・催行決定

イメージ

イメージ

12月3日（木）
15：00

発売日

イメージ

イメージ

イメージ

～京の冬の旅３７年ぶりの公開～

京都・宮川町の舞妓さんがトワイライト
エクスプレスに！

舞妓さんとの歓談・記念撮影

「俵屋吉富」の和菓子職人さんによる
菓子の製作実演も。季節の和菓子と
お抹茶もお楽しみいただきます。

和菓子製作実演見学・
抹茶と和菓子賞味

「京の冬の旅」の今年の
テーマは「禅」。禅寺の
お坊さんの法話も
お聞きいただけます。

禅寺僧侶による法話

「京の冬」をテーマに樹木や
草などを盆栽風に表現
する鉄道ジオラマ
「盆ラマ®」制作体験で
特別な旅の思い出を！

盆栽風ジオラマ
「盆ラマ®」制作体験

イメージ

特別な



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。
（2015年12月31日、2016年1月1日、5月3日・4日は、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、2015年12月31日、2016年1月1日、5月3日・4日にご宿泊の場
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（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2015年7月１日を基準としています。また旅行代金は
2015年11月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

15.7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。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

山陽  2015.12

西J4050091

●お問合わせ・お申込みは下記へ

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込みできます。

おとなびＷＥＢで検索！
※WEB予約の際は、おとなび会員登録（無料）が必要です。

2名

徒歩

必ずお読みください

●トワイライト内での
　食事は朝1、昼2、
　夕1回となり、2回転
　入れ替え制となり
　ます。申し込み時に
　1回目・2回目を
　お選びください。●貸切トワイライトエクスプレスは貸切運行するため、列車の時刻が変更となる場合があります。確定時刻は最終日程表でご確認ください。

　また天候不良等や運輸上の支障により運転をとりやめる場合があります。

（１日目下関駅から３日目京都駅まで）

●営業時間/10：00～18：00　（土・日・祝日も営業　
　12月29は14：00まで 12/30～1/3は休み）　
　〒732-0057 広島市東区二葉の里3-8-21
　JR西日本広島支社ビル北館2階　
　総合旅行業務取扱管理者　山本真理子

0570-200-250
※一部のIP電話等からは☎082-261-2992

日本旅行 広島予約センター

客室一例/イメージ

ロビー/イメージ

客室一例/イメージ

ロビー/イメージ

外観/イメージ

客室一例/イメージ

ザ・リッツ・カールトン京都ホテルグランヴィア京都新・都ホテル くつろぎプランくつろぎプラン基本プラン

ご宿泊
●洋室/バス・トイレ付
●夕食/イタリアンレストラン（イタリア料理コース）　
●朝食/レストラン（洋食ブッフェ又は和定食）　

ご宿泊
●洋室/スーペリアツイン 34m2、バス・トイレ付 
●夕食/浮橋（日本料理和会席）　
●朝食/レストラン（和洋バイキング又は和定食）　

ご宿泊
●洋室/バス・トイレ付
●夕食/京大和屋（雅膳ミニ会席）
●朝食/レストラン（和定食、洋セット、洋バイキング、
　和洋バイキングから当日チョイス）

30,000円増おとなおひとり様15,000円増
おとな
おひとり様

㊟トワイライト車内客室の号車は指定できません。

■基本代金（おとなおひとり様）

㊟トワイライト
車内客室 ロイヤル

基本プラン

2名1室

1名1室

新・都ホテル

270,000円

500,000円

スイート

320,000円

出発日 1月18日（月） 催行決定 

外観/イメージ

ロビー/イメージ外観/イメージ

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
西日本営業本部  

〒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
西日本営業本部  

1

日
次

2

3

下関（10：37発）

小倉（19：55着）

京都（17：43着）
（琵琶湖一周）

京都〔泊〕

京都（17：00/17:27発）

〈貸切トワイライトエクスプレス〉

〈　 のぞみ43号グリーン車・指定席〉

〈貸切トワイライトエクスプレス〉
夕昼朝

×昼朝

夕昼×

ホテル（9：30頃） 入建仁寺本坊・法堂（○△□乃庭や双龍園） 入建仁寺開山堂（京の冬の旅 
入 南禅寺天授庵（京の冬の旅 特別公開）

入 南禅寺三門（藤堂高虎が寄進した絶景の門） 入 南禅寺方丈（虎の子渡しの庭など）
下菊乃井（昼食）

博多（20：11着）
岡山（18：27着）

広島（19：03着）

コース
■旅程
1月18日（月）出発

4050091-007（2名以上1室）-008（1名1室）手17 Iエスコート（コースNo.-　）B

幹

特別公開）

●営業時間/平日：10：00～19：00  
　　　　　土・日・祝：10：00～18：00（12/30～1/3は休み）
　〒732-0822 広島県広島市南区松原町2-37 JR広島駅構内　
　総合旅行業務取扱管理者　坂井 誠一

☎082-261-8300 ☎086-221-0272☎084-921-0287
●営業時間/10：00～18：00
　　　　　（土・日・祝も営業 12/30～1/3は休み） 
　〒720-0066 広島県福山市三之丸町30-1 JR福山駅構内　
　総合旅行業務取扱管理者　高﨑 多絵

●営業時間/平日：10：30～19：00  
　　　　　 土・日・祝：10：30～18：30（12/30～1/3は休み）
　〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-1 JR岡山駅構内
　総合旅行業務取扱管理者　林 裕一朗

TiS
広島支店

TiS
福山支店

TiS
岡山支店

車内でのおもてなし

※車内のおもてなしは変更になる場合がございます。


