
大阪・新大阪・京都・福井発着 岡山発着室定員 広島発着
2～4名1室
1名1室

28,800円
38,800円

38,600円
48,600円

44,600円
54,600円

■基本代金［会員おひとり様］

2日間

※添乗員は1日目の大阪駅から2日目の大阪駅まで同行いたします。
※山陽発着のJRセットプランは、2名様以上からのご利用となります。
（1名1室を2名2室利用の場合は可）
※山陽発着のお客様は新大阪駅にて、合流・解散となります。
※現地発着（富山合流・解散）のお客様は、大阪発着代金より5,000円引き
となります。

2016年12月5日（月）・7日（水）・12日（月）・13日（火）・15日（木）・19日（月）
2017年1月11日（水）・13日（金）・16日（月）・19日（木）

出
発
日

［京阪神発着］4060011-□→500：2名以上1室 501：1名1室 ［山陽発着］4060024-□→823：2名以上1室 824：1名1室 JR○契4060024-002（赤風2名以上/新大阪発着）　［北陸発着］4060025-□→823：2名以上1室 824：1名1室手17 IR（コースNo.-　）B エスコート

→各地より

→各地へ
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ƒ
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山陽発

京阪神・

山陽着

広島（6：00発）a岡山（6：41発）aaaaaaa新大阪（7：28着/京阪神発のお客様と合流）
ıサンダーバード5号

普通車・指定席

ıサンダーバード42号

普通車・指定席

Åつるぎ725号

普通車・指定席

Åのぞみ108号

普通車・指定席

お宿（8：30頃）dr瓢湖ds北方文化博物館dr新潟ふるさと村（お買い物/自由昼食）d（休憩2回/走行距離：約250km）d富山駅

富山（17：11発）aaaaaaa金沢aaaaaaaaa福井a京都a新大阪a大阪（20：37着）

Åのぞみ

普通車・指定席新大阪（20：42～21：09発/京阪神発着のお客様と解散）aaaaa岡山（21：28～21：59着）a広島（22：04～22：40着）

大阪（7：40発）a新大阪a京都a福井aaaaaaa金沢aaaaaa富山（10：57着）
Åつるぎ706号

普通車・指定席

瓢湖（ひょうこ） （イメージ）
毎年11月下旬には6,000羽を超える白鳥が飛来します。
※野生のため、時間帯や天候により数が少ない場合もございます。

28,800円28,800円
大阪・新大阪・京都・福井発着/おとなおひとり様 2～4名1室利用大阪・新大阪・京都・福井発着/おとなおひとり様 2～4名1室利用

■宿泊　月岡温泉［新潟県］

白玉の湯 泉慶

露天
風呂

●和室 バス・トイレ付
●夕食：宴会場（会席風和食膳）
●朝食：コンベンションルーム又は
　　　 レストラン（バイキング）

客室一例客室一例大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ） 外観（イメージ）外観（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

冬の冬の

白鳥の湖白鳥の湖

白玉の湯 泉慶 に泊まるににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに白玉の湯 泉慶 に泊まる

添乗員同行
（山陽・北陸発着は一部区間） 1名1室を設定 ●最少催行人員25名

名湯に癒される
の新潟

豪農の館を体感!
の新潟

冬の絶景に憩う
の新潟

日本屈指の硫黄成分含有量を誇る「月岡温泉」。入浴後は白玉のようなしっとりなめらかな肌を実感!
エメラルドグリーンの湯色には美肌効果が期待できる様々な成分が含まれており「美人の湯」として有名です。

5つ星の宿
に宿泊!
5つ星の宿
に宿泊!

2～4名様
同一料金!
2～4名様
同一料金! 2日間

バスガイド
同行!

2日間
バスガイド
同行!

北方文化博物館 （イメージ）
越後の大地主「伊藤家」七代の歴史と新潟の文化を伝える豪農の館。
敷地8,800坪・部屋数65もあり、土蔵造りの門や総けやき造りの
大玄関など「豪壮さ」を体感いただけることでしょう。

月岡温泉
泉質：含硫黄・ナトリウム塩化物・硫酸塩泉/泉温：43.8度

紅ずわいがに
おひとり様1ぱい付!
（旅行代金に含まれています

おみやげではございません）

紅ずわいがに
おひとり様1ぱい付!
（旅行代金に含まれています

おみやげではございません）

紅ずわいがに
おひとり様1ぱい付!
（旅行代金に含まれています

おみやげではございません）

北陸・
京阪神着

北陸 発

なんと!なんと!

にいがた

マリンドリーム能生で
かに食べよう!

マリンドリーム能生で
かに食べよう!

マリンドリーム能生で
かに食べよう!

お湯は
エメラルド
グリーン!

富山駅drマリンドリーム能生（紅ズワイガニ「おひとり様1ぱい」を食べよう!）d（休憩1回/走行距離：約180km）d月岡温泉〔泊〕（16：00頃）

入場券付
（通常800円）
入場券付
（通常800円）
入場券付
（通常800円）
入場券付
（通常800円）
入場券付
（通常800円）
入場券付
（通常800円）

北陸新幹線に乗車!!北陸新幹線に乗車!!北陸新幹線に乗車!!往復往復往復

E
富山駅よりバス車内にて
「富山」の素材を盛り込んだ
お弁当をご用意。
（1,000円/税込/当日払い）

E：選択行程
販売店の方へ

協力：新潟県　
　　：糸魚川市
協力：新潟県　
　　：糸魚川市

問合わせ番号
チラシ11月 2016.12 ▼2017.3

京阪神・山陽・北陸発着
おとなび・ジパング俱楽部特別企画おとなび・ジパング俱楽部特別企画おとなび・ジパング俱楽部特別企画 ご同行者も同一代金でご参加OK!



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

2016.11 西Ｊ4060011
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。
（2016年12月31日、2017年1月1日、5月3～5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、2016年12月31日、2017年1月1日、5月3～5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、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2016年10月１日を基準としています。また旅行代金は
2016年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

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。ご旅行条件書

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。

■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。

●添乗員…添乗員が同行します。（大阪駅から大阪駅まで同行）
●最少催行人員…月岡温泉コース25名・草津温泉コース20名
●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。

●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。

洗浄機付
トイレ

洗浄機付
トイレ露天風呂露天

風呂温泉

ご
案
内
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。

【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。

※掲載ホテルにある設備のみ紙面に掲載しています。

※行程にある記号のみ紙面に掲載しています。●コースの行程に表示されている記号は次の通りです
dd貸切バスまたはタクシー　aaaJR　……徒歩又はお客様ご負担区間
Å新幹線（普通車・指定席）　ı特急（普通車・指定席）
食事条件：å朝食 ∫昼食 ç夕食 ∂弁当 ƒ食事なし Eオプショナルプラン※別途料金が必要です。

r下車観光　s入場観光
それ以外は車窓観光　

旅行代金＝基本代金＋差額代金

●営業時間/9：30～17：00（日・祝日は休業）
　〒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　堀池 奈緒

京阪神エリア出発のお申込みは　おとなびジパング電話予約センター

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

●営業時間/10：00～18：00（土・日・祝日も営業）
　〒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

山陽エリア出発のお申込みは　日本旅行 広島予約センター

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

●営業時間/平日・土：11：00～19：00　日・祝日：10：30～18：30
　〒920-0858 金沢市木ノ新保町1-1　JR金沢駅構内リント1階　
　総合旅行業務取扱管理者　堀益 美紀

北陸エリア出発のお申込みは　TiS金沢支店

0570-033-990
※一部のIP電話等からは☎076-233-2501

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％

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

［京阪神発着］4060011-□→502：2名以上1室 503：1名1室 ［山陽発着］4060024-□→825：2名以上1室 826：1名1室 JR○契4060024-002（赤風2名以上/新大阪発着）　［北陸発着］4060025-□→825：2名以上1室 826：1名1室 JR○契4060025-002（赤風2名以上/飯山発着）手17 IR（コースNo.-　）B エスコート

■基本代金［会員おひとり様］
※草津ナウリゾートホテルの1名1室利用を除く

湯畑（イメージ）
名湯草津温泉のシンボルです。
湯湯湯畑湯湯畑湯畑湯畑畑（（（イイイイイイイイイ（イメージイメージイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメージイメージイメージーーイメージイメーー ））））））））
名名名名湯草名湯草津名湯草津名名名名湯草名名名名名名名名 温泉のシ温泉のシのシのシシシシシシシシシシンボルンボルでンボルでンボルでンボルでンボルでンボルでンンボルでンボルでンボルでンボルンボルでンボルでンボルでンボルでンボルでンボルでボ す。す。す。す。す。す。。す。。す。す。す。す。
湯畑（イメージ）
名湯草津温泉のシンボルです。

30段1000体の雛飾り（イメージ）
圧巻のひな壇は一見の価値あり！
3330303030333330段1段1段1段1段1段1段1111段1段1111111000000000000000000000000体0体0体0体0体0体0体0体0体0体0体0体0体0体0体0体体0体0体体体体体体体体体体体体ののののの雛のの雛の雛ののの雛の雛のののののの 飾り飾り飾り飾り飾り飾り飾りりりりりりりりりりり（（（（（イイ（イメージイメージイメージイメーイメーメーーーーーーーメーイメージーーーー ）））））ののの
圧巻のひ圧巻のひ圧巻のひ圧巻のひ圧巻のひ圧圧圧巻のひ圧圧 な壇は一な壇は一な壇は一な壇はな壇は一は一は一一一一一一一一な壇は一一一一一一一一一一一一一一一一な壇は一見見見見の見の価値あり！り！！！！圧圧巻圧圧圧
30段1000体の雛飾り（イメージ）
圧巻のひな壇は一見の価値あり！

※添乗員は1日目の大阪駅から3日目の大阪駅まで同行いたします。※山陽発着・北陸発着
のJRセットプランは、2名様以上からのご利用となります。※山陽発着・北陸発着のお客様
は、上記発着地以外からもご参加いただけます。係員までご相談ください。※北陸発着のお
客様は飯山駅、山陽発着のお客様は新大阪駅にて添乗員と合流・解散となります。
※現地発着（飯山合流・解散）のお客様は、大阪発着代金より16,000円引きとなります。

●最少催行人員20名
※草津ナウリゾートホテルの1名1室利用は
　左記基本代金に7,000円増しとなります。

2017年1月23日（月）・25日（水）
2月6日（月）・8日（水）・20日（月）・22日（水）
2月27日（月）・3月1日（水）・6日（月）・8日（水）

出
発
日

ポカポカ草津温泉ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポカカカカカカカカカポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポカカカカカカポカポカ草津温泉 連泊滞在!連連連連泊連泊連泊泊滞泊滞泊滞滞在在在在滞滞在在在在在在!!!2連泊滞在!

露天
風呂女性露天風呂（イメージ）女性露天風呂（イメージ） 露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

㐂びの宿 高松 湯畑まで徒歩約４分 草津ナウリゾートホテル 湯畑までシャトルバスで約10分

露天
風呂

湯畑源泉の名湯と、旬の味わいをご堪能いただけます。
●和室又は洋室 バス・トイレ付
●夕食：メインダイニング
　　　又は喜楽亭（和食膳）
●朝食：メインダイニング
　　　（バイキング）

湯畑源泉の名湯と、旬の味わいをご堪能いただけます。
●和室又は洋室 バス・トイレ付
●夕食：メインダイニング
　　　又は喜楽亭（和食膳）
●朝食：メインダイニング
　　　（バイキング）

標高約1,200メートルのマウンテンスパリゾート。
●洋室又は和洋室 バス・トイレ付
●夕食：レストラン
　（1泊目：バイキング/
　 2泊目：和食又は中華又は洋食）
●朝食：レストラン
　（和洋バイキング）

標高約1,200メートルのマウンテンスパリゾート。
●洋室又は和洋室 バス・トイレ付
●夕食：レストラン
　（1泊目：バイキング/
　 2泊目：和食又は中華又は洋食）
●朝食：レストラン
　（和洋バイキング）

熱乃湯（イメージ）    
草津温泉といえばコレ!
「湯もみと踊りショー」は毎日開催!
（入場料金/別途600円）

熱熱熱熱熱乃熱乃熱乃熱乃熱乃熱熱 湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯（（イイイイイイイイイ（イメージイメージイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメーイメージイメージイメージーイメージイメーイメーイメー ））））））））
レ!レレレレレレレレレレ!レレレ!レレ草草津温泉といえばといえといえばといえばと えといえばコレコレコレレレレレレレレレコレレレレレレ草

「 ーーー」ー」はー」はー」ははーーー」ーー」はー」はーーーーー」はー」はは毎毎毎毎毎日開催毎毎日開催!!!!!!「湯もみと踊りシシシショーョーョーョーョョョーョーョーョーョーョーーーーーョーョーョョョョーョーーーーー湯もみ
（入（入（入場料（入（（入（ 円）））））））入場料料金/別途金 別 600円6000

熱乃湯（イメージ）    
草津温泉といえばコレ!
「湯もみと踊りショー」は毎日開催!
（入場料金/別途600円）2連泊!4食付!2連泊!4食付!2連泊!4食付!

最寄りの飯山駅まで
新幹線利用!

最寄りの飯山駅まで
新幹線利用!

2～4名様
同一代金
2～4名様
同一代金
2～4名様
同一代金

草
津
温
泉
で
の

お
宿
が
選
べ
ま
す
。

2連泊2連泊

3日目は須坂へ3日目は須坂へ

3日間ググっと
ぐんま!ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐんままま!!
ググっと
ぐんま!

なんと!なんと!なんと!なんと!

39,800円
大阪・新大阪・京都発着/おとなおひとり様 2～4名1室利用の場合大阪・新大阪・京都発着/おとなおひとり様 2～4名1室利用の場合

にっぽんの温泉100選

13年連続第1位の名湯

福井発着地 金沢 富山 岡山 広島
－600円加減代金 －4,600円 －6,200円 ＋9,800円 ＋15,800円

→各地より

→各地へ

1

2

ƒ
ƒ

E

ç

å 

ƒ
ç

■旅程

3
å
ƒ

E

ƒ

山陽発

山陽着

北陸・
京阪神着

広島（7：52～8：13発）aa岡山（8：33～8：49発）aaaa新大阪（9：18～9：34着/京阪神発のお客様と合流）
┌────────────────────────ıサンダーバード13号 普通車・指定席────────────────────────┐

┌────Åはくたか564号 普通車・指定席────┐

┌─────Åはくたか563号 普通車・指定席─────┐┌─────────────ıサンダーバード34号 普通車・指定席─────────────┐

┌───────────────────Åのぞみ 普通車・指定席───────────────────┐

┌─────────────────────────────Åのぞみ 普通車・指定席──────────────────────────────┐

お宿（10：00頃）ds須坂アートパーク（圧巻!30段のおひなさま）d飯山駅

飯山（14：09発）a富山（15：01着）a金沢（15：25着/16：00発）a福井（16：42着）a京都（18：09着）a新大阪（18：33着）a大阪（18：39着）

新大阪（18：42～19：42発）aaaaaaaaaaa岡山（19：27～20：27着）a広島（20：03～21：08着）

大阪（9：42発）a新大阪（9：46発）a京都（10：09発）a福井（11：33発）aaaa金沢（12：17着）

遠
方
の
お
客
様
も

ラ
ク
ラ
ク
ゆ
っ
く
り
出
発 金沢（12：56発）a富山（13：19発）a飯山（14：11着）d（休憩1回/走行距離：約100km）d草津温泉〔泊〕（16：00頃）

お宿…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…お宿温泉街の散策や熱乃湯の湯もみショー、西の河原露天風呂、片岡鶴太郎美術館
など名湯の温泉地をゆったりのんびり楽しみます。終日フリータイム

京阪神・北陸発

入場券付
（通常500円）
入場券付
（通常500円）
入場券付
（通常500円）
入場券付
（通常500円）
入場券付
（通常500円）
入場券付
（通常500円）

大人気
コース!
大人気
コース!
大人気
コース!

大阪・新大阪・京都
発着

室定員

39,800円 45,800円
2～4名1室 1名1室

グググググっググググググググっっっっっっっっっっっっっググググっっとととととととととと
ぐぐぐぐぐぐぐんまんまま
グググググググググググググググググ とととととととととと

添乗員同行（山陽・北陸発着は一部区間）
1名1室を設定

E福井駅より車内にてお弁当をご用意。（800円/税込/当日払い）

E新幹線車内にて飯山の郷土料理「笹ずし」を含んだ
お弁当をご用意。（1,000円/税込/当日払い）

E：選択行程販売店の方へ

　　 　　　まで
北陸新幹線に乗車!!
　　 　　　まで
北陸新幹線に乗車!!
　　 飯山駅　　　　 飯山駅　　往復往復往復


