
　0570-200-250　0570-666-631
旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。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または下記お電話でご予約ください。
大阪予約センター（おとなびジパング電話予約センター） 日本旅行 広島予約センター京阪神エリア

出発

のお申込みは

山陽エリア
出発

のお申込みは※一部のIP電話等からは☎06-6347-9100 ※一部のIP電話等からは☎082-261-2992

9：30～17：00
土・日・祝日も営業

10：00～18：00
土・日・祝日も営業

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

※車両編成は2両編成となり、1号車はテーブル席、2号車は半個室となりますがお席はお選びいただけません。当日のご案内となります。

世界遺産 宗像大社 辺
へ

津
つ

宮
みや

へご案内

（コースNo.-Ⓑ）エスコート 手17  F  ［京阪神発着］4070009-□→039：2名以上1室 040：1名1室　［山陽発着］4070043-□→539：2名以上1室 540：1名1室

■ 新大阪・新神戸発着  基本代金［おとなおひとり様］普通車・指定席利用
出発日 2～4名1室 1名1室

10月13日（金） 出発保証 114,000円 128,000円

発着駅別差額代金［おとなおひとり様］基本代金より、広島発着は3,000円引、岡山発着は1,000円引

■宿泊
１
日
目

雲仙温泉［長崎県］

雲仙温泉 東園（あずまえん）
●和室 バス・トイレ付 
●夕食：レストラン又は個室食事処（懐石料理）※食事場所は選べません。
●朝食：レストラン又は個室食事処（和定食）※食事場所は選べません。

２
日
目

佐世保［長崎県］

弓張の丘ホテル
●洋室 バス・トイレ付
●夕食：レストラン（和会席）
●朝食：レストラン（和洋バイキング）

雲仙温泉と長崎市内の主要観光スポットをぐるり！
■ 新大阪・新神戸・姫路発着  基本代金［おとなおひとり様］普通車・指定席利用

出発日 2名1室 1名1室
11月18日（土） 出発保証 97,000円 105,000円

発着駅別差額代金［おとなおひとり様］基本代金より、広島発着は3,000円引、岡山発着は1,000円引

■宿泊　※1日目はお宿をお選びいただけます。1名1室利用の場合は、JR九州ホテル ブラッサム博多中央泊となります。
１
日
目

博多［福岡県］
ANAクラウンプラザ福岡 又は
JR九州ホテル ブラッサム博多中央

●洋室 バス・トイレ付 
●朝食：レストラン（和洋バイキング）

２
日
目

佐世保［長崎県］

弓張の丘ホテル
●洋室 バス・トイレ付
●夕食：レストラン（和会席）
●朝食：レストラン（和洋バイキング）

洗浄機付
トイレ露天

風呂
洗浄機付
トイレ

（10月13日出発）

（コースNo.-Ⓑ）エスコート 手17  F  ［京阪神発着］4070067-□→023：2名1室 024：1名1室（11月18日出発）

10月13日㊎
出発

11月18日㊏
出発

洗浄機付
トイレ

洗浄機付
トイレ

■旅程　青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光

１
日
目

新大阪（8：10～8：30）aa新神戸（8：30～8：40）aa岡山（9：00～9：10）aa広島（9：40～
9：50）aa〈Åのぞみ〉aa博多aa〈Åさくら〉aa熊本d熊本城（ボランティアガイドが案内
/約60分）dd熊本港hhghh〈フェリー〉hhghh島原外港d島原城・武家屋敷（散策/
約60分）d仁田峠（ロープウェイに乗車/約30分）d雲仙地獄（約30分）d雲仙温泉〔泊〕（17：30頃）

ƒ
ƒ
ç

２
日
目

お宿（8：30頃）ddd平和公園（約30分）ddd眼鏡橋（約15分）………江崎べっ甲店（約20
分）ddd大浦天主堂・グラバー園（約75分）dddd長崎中華街（自由昼食/約75分）ddd 
dd長崎（14：53）aaa 〈「或る列車」〉 aaa佐世保（17：35）ddd佐世保〔泊〕（18：00頃）

å
ƒ
ç

３
日
目

お宿（10：05頃）d佐世保駅みなと口d SASEBOクルーズバス海風 ［旧海軍佐世保鎮守府
凱旋記念館・セイルタワーd米海軍基地前d佐世保重工業（SSK）赤レンガ倉庫・第4ドッグd 
ddd船越展望所ddd九十九島パールシーリゾート（自由昼食と遊覧船/約110分）］dd 
d〈市営バス〉dd佐世保aaa〈ıみどり〉aaa博多aa〈Åのぞみ〉aa広島（18：50～
19：35）aa岡山（19：30～20：20）aa新神戸（20：00～20：50）aa新大阪（20：10～21：10）

å
ƒ
ƒ

※添乗員は、1日目の新大阪駅から3日目の新大阪駅まで同行いたします。※「或る列車」車内はおとなび・ジパン
グ俱楽部会員様以外のお客様と混乗になる場合がございます。※貸切バス会社名：九州産交バス又は同等クラス。

■旅程　青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光

１
日
目

新大阪（8：00～9：00）a新神戸（8：15～9：15）a姫路（8：30～9：30）a岡山（9：30～10：30）a 
a広島（9：45～10：45）a〈山陽・九州新幹線貸切さくら〉a小倉d道の駅むなかた（自由昼食/
約60分）dd世界遺産 宗像大社 辺津宮・神宝館（見学/約100分）dd博多〔泊〕（16：30頃）

夕食は博多で使えるクーポン（2,000円分）で各自お取りください。

ƒ
ƒ
ç

２
日
目

お宿（10：00頃）………博多aaa〈ıみどり〉aaa佐世保（自由昼食）dddd SASEBO
クルーズバス海風 ［米海軍基地前ddd佐世保重工業（SSK）赤レンガ倉庫・第4ドッグdd 
dddd弓張岳ddddd九十九島パールシーリゾート（遊覧船/約50分）］dddddd 
dddddddddd佐世保駅みなと口dddddddddddd佐世保〔泊〕（17：00頃）

å
ƒ
ç

３
日
目

お宿（9：05頃）d佐世保（9：49）aa 〈「或る列車」〉 aa長崎（12：11）a〈ıかもめ〉a新鳥栖a 
a博多a〈山陽・九州新幹線貸切さくら〉a広島（16：00～17：00）a岡山（16：30～17：30）a 
aaaaa姫路（17：00～18：00）a新神戸（17：15～18：15）a新大阪（17：30～18：30）

å
∫
ƒ

※添乗員は、1日目の新大阪駅から3日目の新大阪駅まで同行いたします。※「或る列車」車内はおとなび・ジパン
グ俱楽部会員様以外のお客様と混乗になる場合がございます。※貸切バス会社名：堀川観光バス又は同等クラス。

1号車

外観デザインは模型「或る列車」を元に
金と黒色で、唐草模様をアレンジ

一度は乗ってみたい「或る列車」と
SASEBOクルーズバス「海風」で海風の国・佐世保周遊

1906年（明治39）に米国に発注したものの活躍
することのなかった「九州鉄道ブリル客車（通称 
「或る列車」）」。世界的模型作家の故・原信太郎
氏が作成した模型「或る列車」を元に、水戸岡鋭
治氏がデザイン・設計しました。車内では、南青
山のレストラン「NARISAWA」の成澤由浩氏が手
掛けたスイーツコースをご賞味。九州各地の肉や
魚、野菜を用いた彩り豊かな小箱とスープから始
まり、旬のフルーツのスイーツ3品、ミニャルディー
ズ（お茶菓子）と続き、至福のひとときをお過ごし
いただけます。

高級木材マホガニーを多用した車内にゆっ
たり配置された本革
シートと、海のクルー
ザーをイメージした
豪華な観光バス。ガ
イドの案内で港まち･
佐世保をめぐります。

100年の時を越えて蘇った、
幻の「或る列車」で優雅な鉄道旅

SASEBOクルーズバス「海風」で
佐世保の魅力を満喫

外
金金「或る列車」

スイーツ
コース

クラシカルな
雰囲気の1号
車と個室を配
置した2号車
の2両編成

九州の職人た
ちが手掛けた
オリジナルの器
でサーブされ
ます

写真は全てイメージです。

車 内

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!

添乗員同行 バスガイド同行 2泊3日 最少催行人員各日20名

2017.10▶12
京阪神・山陽発着

チラシ9月
問合わせ番号



■宿泊

１
日
目

指宿市［鹿児島県］
指宿 白水館 離宮
最上級客室「離宮」は海に面し
ており、窓から茜色へと変わ
る錦江湾の夕景が楽しめます。

●和洋室 バス・トイレ付 84㎡　
●夕食：食事処（会席料理）
●朝食：食事処（和定食）

２
日
目

鹿児島市［鹿児島県］
城山観光ホテル
標高約108メートルの高台に
あり、桜島や市街を見下ろ
す展望露天温泉が自慢です。

●桜島ビューエグゼクティブツイン 
バス・トイレ付 53㎡ 　
●朝食：宴会場（和洋バイキング）

■ 新大阪・新神戸発着  基本代金［おとなおひとり様］普通車・指定席利用
出発日 2名1室 1名1室

10月23日（月）、11月5日（日）、12月7日（木） 150,000円 200,000円
発着駅別差額代金［おとなおひとり様］基本代金より、広島発着は3,000円引、岡山発着は1,000円引

露天
風呂

洗浄機付
トイレ

露天
風呂

洗浄機付
トイレ

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光

１
日
目

新大阪（8：10～8：30）a新神戸（8：30～8：40）a岡山（9：00～9：10）a広島（9：40～9：50）a 
a〈Åのぞみ〉a博多a〈Åさくら〉a鹿児島中央d長崎鼻（約45分）d開聞岳（車窓観光）d 
d薩摩伝承館（薩摩にまつわる美術品をガイドの案内で見学/約50分）……指宿〔泊〕（16：40頃）

ƒ
∂
ç

２
日
目

お宿（9：15頃）d射楯兵主神社（釜蓋神社）（釜のふたを頭にのせて参拝すると願いがかなうとされる神社
/約20分）d知覧武家屋敷（約45分）d知覧市内（昼食/約60分）d知覧特攻平和会館（約45分）d 
d仙巌園（ガイドがご案内/約100分）… 仙巌園 姫の間（夕食/約120分）d鹿児島〔泊〕（20：30頃）

å
∫
ç

３
日
目

お宿（9：30頃）d西郷隆盛銅像（車窓観光）d鹿児島県歴史資料センター「黎明館」（鹿
児島の歴史が分かりやすく学べる施設/約45分）d西郷南洲顕彰館（西郷隆盛の生涯をたどる
資料館/約45分）d正調さつま料理 熊襲亭（名物・黒豚しゃぶしゃぶの昼食/約60分）d鹿児
島中央（出発までフリータイム/約45分）a〈Åさくら〉a博多a〈Åのぞみ〉a広島（17：10～
18：00）a岡山（17：50～18：30）a新神戸（18：20～19：10）aa新大阪（18：30～19：20）

å
∫
ƒ

※添乗員は、1日目の新大阪駅から3日目の新大阪駅まで同行いたします。
※貸切バス会社名：鹿児島交通観光又は同等クラス。

おとなび・ジパング俱楽部会員様限定

問合わせ番号
チラシ9月 ●2泊3日　●最少催行人員各日12名添乗員同行 バスガイド同行

（コースNo.-Ⓑ）エスコート 手17  F  ［京阪神発着］4070009-□→041：2名1室 042：1名1室　［山陽発着］4070043-□→541：2名1室 542：1名1室

通常非公開の「姫の間」でいただく会席料理と
極上の温泉宿に泊まる3日間

会席料理の一例

御殿内の姫の間

写真は全てイメージです。

● 歴代薩摩藩主の別邸 仙巌園「姫の間」をおとなび・ジパング俱楽
部会員様限定で夜間貸切。最後の薩摩藩主・島津忠義の4人の
姫君が幼少時代を過ごした通常非公開の「姫の間」で、薩摩の郷
土料理を中心にした会席料理をご賞味いただけます。
● 1日目は指宿 白水館の最上級客室「離宮」にご宿泊。1,000坪もの広さ
の大浴場「元禄風呂」や指宿の名物「砂むし温泉」などをご堪能いただ
けます。
● 2日目は、トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！朝食のおいしい
ホテル」に九州で唯一3年連続トップ10入りした城山観光ホテル。
エグゼクティブツインのお部屋からは桜島が一望できます。
● 通常よりシート間の広いバスをご用意しました。道中もゆったり
お過ごしいただけます。

お部屋（一例）

お部屋（一例）

おとなび ジパング俱グ俱楽部楽部会員会員様限様限定

世界遺産 仙巌園「姫の間」夜間貸切

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

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.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12/30・31、2018年1/1、4/28・29、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12/30・31、2018年1/1、4/28・29、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、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2017年8月１日を基準としています。また旅行代金は2017
年8月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

17.7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

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。

西J4070009

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

●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。

●営業時間/9：30～17：00（土・日・祝日も営業）
　〒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　横山 真美

●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

0570-200-2500570-666-631
日本旅行 広島予約センター大阪予約センター（電話予約センター）

京阪神エリア出発のお申込みは 山陽エリア出発のお申込みは

※一部のIP電話等からは☎06-6347-9100 ※一部のIP電話等からは☎082-261-2992

 
 

ご
案
内
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。

●添乗員…新大阪駅から添乗員が同行いたします。　
●最少催行人員…各コースをご確認ください。
●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17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17日前まで予約を受け付けます(ただし17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　●チラシ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などは、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。
　　　　　●このチラシ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。

■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

※掲載のお宿にある設備のみ紙面に掲載しています。

【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。

旅行代金 基本代金 差額代金＝ ＋

※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貸切バスまたは路線バス　aaaJR　hgh船　……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）　赤文字は入場又は乗物観光、青文字は下車観光をします。　
食事条件：å朝食 ∫昼食 ∂弁当 ç夕食 ƒ食事なし


