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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。

日本旅行 おとなび

●お近くの日本旅行の各支店
　または右記へお電話で
　ご予約ください。

※WEB予約の際は、おとなび会員登録（無料）が必要です。

ＷＥＢで検索！

ご同行者も同一代金でご参加OK！

問合わせ番号
パンフレット1月

大浴場指宿白水館

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

TiS 富山支店 ☎076-441-8353 
TiS 金沢支店 　0570-033-990

TiS 福井支店 ☎0776-23-2400

平日11：00～19：00
土・日・祝日10：00～18：00

平日・土11：00～19：00
日・祝日10：30～18：30

10：00～18：00
毎週水曜日は休み

9：30～17：00
日曜・祝日は休み

10：00～18：00
土・日・祝日も営業

おとなびジパング電話予約センター

※一部のIP電話等からは 076-233-2501

京阪神エリア
出発

のお申込みは

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

日本旅行 広島予約センター山陽エリア
出発

のお申込みは

北陸エリア
出発

のお申込みは

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

の旅

2017.2　5
京阪神・山陽・北陸発着

イメージ 島津家別邸 仙巌園夜間貸切島島津津家家別別邸邸 仙仙巌巌園園夜夜間間貸貸切切
通常非公開の姫君の居室「姫の間」特別公開
山陽・九州新幹線で行く 指宿温泉州新幹線 行く指宿

指宿白水館/指宿海上ホテル ご夕食には鹿児島の味覚
黒豚しゃぶしゃぶ付ご宿泊

新幹線で行く

砂むし温泉

池田湖

龍宮神社

個人
旅行

イメージイメイメメージージ 島島島
通通

添乗員
同行

テレビ番組
「おとな旅 あるき旅」でご紹介！

（テレビ大阪、1月28日（土）
18：30～放送）

三田村邦彦さんが
指宿白水館に
泊まり、九州を
満喫しました。

※放送後も、テレビ大阪番組ホームページにてご紹介して
　います。ぜひご覧ください。 江戸の歴史を再現した約1,000坪の「元禄風呂」日本伝統の和を基調としたお宿

九州最大のカルデラ湖。四季折々の花が楽しめます。

古くから伝わる指宿の健康法

長崎鼻に建つ浦島太郎伝説が残る神社

N700系さくら



仙巌園

西大山駅

釜蓋神社

イメージ イメージ

上記写真は全てイメージです。

御殿内廊下

島津家のお姫様が
過ごした部屋「姫の間」

会席料理の一例

御殿外観

［京阪神・山陽発着］（3/31出発）4070016-□→201：2名1室  202：1名1室 （3/31以外出発）4070018-□→001：2名1室  002：1名1室 手17 I（コースNo.-　）B エスコート

■基本代金［おとなおひとり様］
新大阪・新神戸・姫路　 発着1泊目 宿泊 室定員

135,000円2名1室
185,000円1名1室

■最少催行人員10名　
※上記基本代金より岡山発着は1,000円引き、広島発着は3,000円
　引きとなります。

おとなび限定企画

桜島を築山に、錦江湾を池に
見立てた雄大な景色が、
仙巌園の最大の魅力です。
幕末の名君、28代島津斉彬が
こよなく愛し、徳川将軍家に嫁いだ
篤姫も足を運ぶなど、国内外からの
来園者を魅了し続けています。

開聞岳を望む
JR最南端の駅

3日間30名限定企画！
各設定日

60年かけてコレクションした、薩摩の伝統と
美をあらわす美術品を展示しています。

イメージ

●洋室 バス・トイレ付 
●朝食：宴会場又はホール
　　　 （和洋バイキング） 

城山観光ホテル

展望露天温泉「さつま乃湯」イメージ

2泊目
城山温泉（鹿児島県）

1泊目
指宿温泉（鹿児島県）指宿白水館・離宮

●和洋室 バス・トイレ付
●夕食：レストラン又は広間（和会席）  
●朝食：レストラン又は広間（和定食） 

「離宮」和洋室一例

6
美伝承館

◆通常非公開の仙巌園「姫の間」で地元の食材を使った会席料理を堪能
◆1日目は眼下に海を臨む指宿白水館の最上級客室「離宮」にご宿泊
2日目は全室から桜島を望む城山観光ホテル、エグゼクティブツインにご宿泊

おす すめポイントおす すめポイント

3
3/31出発は
九州新幹線九州新幹線
直通「さくら」
車両貸切！！

添乗員
同行

出発日 3月14日（火）・ 31日（金） 、4月17日（月）
貸切さくら利用

○注1  
○注2   

3/31出発以外は姫路発着の設定はありません。
3/31出発の往路・復路グリーン車ご希望のお客様は片道につき5,000円増となります。（予約時にお申込みください）

1
日
目

2
日
目

3
日
目

新大阪（8：00～8:30） 新神戸

博多（10：30～11:00/11:00） 鹿児島中央

鹿児島中央（12:45～14：00）

鹿児島中央（12:57）

広島（15:50～17：15）
博多（14：30～15：40/14：40～16：10）

鹿児島中央

ホテル（8：45頃）

×
弁
夕

朝
昼
夕

朝
弁
×

知覧武家屋敷（約60分）（薩摩の小京都と呼ばれる美しい町並み）

池田湖（約20分）（九州最大のカルデラ湖）

昼食（知覧）（約50分）

ホテル（9：00頃） 五代友厚銅像（約10分） 維新ふるさと館（約50分）
鹿児島県歴史資料センター「黎明館」（約45分）

仙巌園・姫の間（会席料理の夕食/約120分） 鹿児島〔泊〕（21：30頃）
仙巌園（約100分）（桜島を借景とした島津家の別邸。薩摩切子作家による切子講話、集成館、庭園、御殿見学）

釜蓋神社（約20分）
希望者は特攻平和会館へご案内（別途500円/現地払い）

■旅程 

長崎鼻（約45分）（浦島太郎伝説の龍宮神社）
JR西大山駅（約20分） 鹿児島〔泊〕（17：30頃）

姫路○注1 岡山

新大阪（8：00～8:30） 新神戸（8：30～9：00）

新大阪（17:15～18：40）新神戸（17：00～18：30）岡山（16：30～17：50）

岡山（9：00～9：30）
〈　 さくら〉

〈　 山陽・九州新幹線貸切さくら○注2 〉

〈　 九州・山陽新幹線貸切さくら○注2 〉

〈　 のぞみ〉

広島
広島（9：30～10：00）

広島（16：00～17：00）

3/31以外出発

3/31以外出発

3/31出発貸切さくら利用

3/31出発貸切さくら利用

〈　 さくら〉

岡山（16：30～17：30） 姫路○注1 （17：00～18：00）
新神戸（17：15～18：15） 新大阪（17：15～18：30）

幹

幹 幹

幹

幹

お釜の蓋を頭に
乗せて祈願する
話題のスポット。

エグゼクティブツイン一例

島津家別邸 仙巌園夜間貸切
通常非公開の姫君の居室「姫の間」特別公開

薩摩切子
江戸時代末期に薩摩藩で作られたカットグラスで、鹿児島
の伝統工芸品。切子面に生まれる色のグラデーション、
その美しいぼかしが特徴です。

御殿玄関

砂むし温泉イメージ

利用バス会社：鹿児島交通観光バス

砂蒸風呂を
体験！

名物

○注1   

1

露天
風呂

露天
風呂

赤字は入場観光 青字は下車観光 ※時刻改正等により列車の時刻が変更となる場合がございます。



2

食事宿泊地コース

朝

夕１

2 2日目は1日目の逆コースです。

鹿児島中央新大阪
普通車指定席

普通列車

普通列車

普通車指定席
指宿温泉（泊）

すべてのサンダーバード号

金沢・福井
北陸エリア

（お客様ご負担）
フリータイム指宿

直通さくら号

指宿温泉（泊）鹿児島中央
（お客様ご負担）新大阪・新神戸・西明石・姫路

京阪神エリア
岡山・福山・広島・新山口

山陽エリア フリータイム指宿
普通車指定席

限定さくら号

●「お宿からのおもてなし」・「おとなび・ジパング俱楽部のおもてなし」は旅行代金に含まれます。　●時季により料理内容・器については、写真と一部異なる場合があります。　●最少催行人員：2名　

松の緑と蒼い海に囲まれた、日本の美と安らぎ溢れる日本伝統の和を基調としたお宿です。

指宿白水館
すき はく すい かんいぶ

ゆったりとした間取りの和洋室。
円形のスペースの
大きな窓からは錦江湾や
対岸の大隈連山の
絶景をひとりじめ。

ゆ たりとした間取りの和洋室
離宮
り きゅう

【室数】205室　【 I N 】15：00　【OUT】10：00
【夕食】レストラン　【朝食】レストラン（バイキング）
【客室】〈薩摩客殿〉和洋室、バス・トイレ付（6畳＋ツイン/2～4名）

〈離宮〉和洋室、バス・トイレ付（12.5畳＋ツイン/2～6名）
【交通】JR指宿駅からお車にて約7分
　　　JR指宿駅から送迎あり（JR指宿駅発15：10、16：10/

お宿発10：10、11：10 ※いずれも要MS入力）

B券★9725-102○手1　素材グループ001 販売素材 薩摩客殿/001  離宮/002 ※記念日・送迎/要MS入力

お宿からのおもてなし
◆記念日の方にハーフワインボトル1本ご用意
（旅行期間中に誕生日・結婚記念日の方）※要MS入力

■鹿児島中央駅⇔指宿駅間の列車ご案内（一部掲載）下記以外の列車のご利用もOKです。

■JR利用差額代金表 （おとなおひとり様／片道）（単位：円）●発着地・利用駅により下記の代金が加減されます。

■JRセットプラン行程表

※　　　　  　　　　 　　　  とも指定列車に乗り遅れた場合、乗車券・特急券は無効となり、後続の列車・自由席にもご乗車いただけません。京阪神エリア 山陽エリア

※　　　　　 　 さくら号の停車しない西明石・姫路駅発着は岡山駅で乗換となります。発着駅⇔乗換駅間はこだま号の
　普通車指定席利用となります。　　　　　　福山・新山口駅発着は停車する限定さくら号をご利用ください。
京阪神エリア

山陽エリア

※各宿泊施設情報欄のJRセットプラン基本代金から　　　　　　　　　 　　 　のお客様は                    （新大阪⇔指宿）から、
　　　　    　  のお客様は                 （広島⇔指宿）からJR利用差額代金を加減してください。

北陸エリア
山陽エリア 山陽エリア

京阪神エリア 京阪神エリア

※JRセットプラン代金は鹿児島中央⇔指宿間普通列車利用の場合の代金です。
※2泊目以降ご利用の場合の追加宿泊代金は係員にお問い合わせください。

※JRセットプラン代金は鹿児島中央⇔指宿間普通列車利用の場合の代金です。
※2泊目以降ご利用の場合の追加宿泊代金は係員にお問い合わせください。

室定員エリア

3名1室

4名1室

2名1室

3名1室

4名1室

2名1室

34,600
36,200
37,400

36,200
37,400
39,600

40,600
42,200
43,400

42,200
43,400
45,600

JRセットプラン
（新大阪⇔指宿）

京阪神エリア

JRセットプラン
（広島⇔指宿）

山陽エリア

室定員エリア

5名1室
6名1室

4名1室

5名1室
6名1室

4名1室

2名1室
3名1室

2名1室
3名1室

JRセットプラン
（新大阪⇔指宿）

京阪神エリア

JRセットプラン
（広島⇔指宿）

山陽エリア

45,000
47,200
49,200
52,600
56,800

46,000
48,200
50,400
54,800
59,000

39,000
41,200
43,200
46,600
50,800

40,000
42,200
44,400
48,800
53,000

■薩摩客殿利用基本代金/おとなおひとり様・1泊2日 夕・朝食付 (単位：円)

(単位：円)■ 離宮利用 基本代金/おとなおひとり様・1泊2日 夕・朝食付

■共通宿泊日カレンダー　

夕食一例

元禄風呂

江戸時代のお風呂を再現した「元禄風呂」、高台から望む風景「露天風呂」など、
当館自慢の温泉を満喫ください。

●6:00～8：30、15：30～22：00営業
　（料金：おとな1,080円）

砂むし温泉イメージ

おとなおひとり様 JR利用差額代金基本代金旅行代金 ＋ 

■出発日：2017年2月1日～5月31日（6月1日帰着）
※2017年3月中旬（予定）のJRダイヤ改正によりダイヤ改正以後の乗車日は記載の利用列車・条件等が変更となる場合があります。
※各宿泊設定除外日は各宿泊日カレンダーでご確認ください。※4月29日～5月7日のJR乗車日の設定はありません。

■JRセ トプ

■個人
旅行

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2月
3月
4月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315月

薩摩客殿/客室一例

薩摩客殿/夕食一例

鹿児島中央⇔指宿間
（1日3往復運転）

観光列車 指宿のたまて箱

白黒の大胆な外観、
ゆったりとした
ソファシートが特徴的な
人気の観光列車です。
追加代金 京阪神エリア は700円、
 山陽エリア は600円、 北陸エリア は900円
（おとなおひとり様・普通車指定席利用/片道）で
ご乗車いただけます。

往
路

利用列車
福井発金沢発

北陸エリア
新大阪着

サンダーバード10号

利用列車

さくら553号8：488：05 10：35

新神戸発新大阪発
京阪神エリア

さくら545号 7：297：15
11：1210：59

福山発岡山発
山陽エリア

8：248：07
新山口発広島発
9：208：48

鹿児島
中央着
11：39
15：07

復
路

利用列車

さくら568号

利用列車
福井着新大阪発

北陸エリア

サンダーバード39号 20:0618:12   20:56
金沢着

さくら558号
新大阪着新神戸着

京阪神エリア

17：4217：30
21：2521：13

鹿児島
中央発
13：34
16：59

広島着新山口着
山陽エリア

19:5019:18

岡山着福山着

20:3020:15

北陸エリア 京阪神エリア 山陽エリア

±0 －600－400－200
新大阪 新神戸 西明石 姫路

＋8,500＋9,100
金沢 福井

＋900＋1,300
岡山 福山 広島

－1,300－1,100－900＋8,100＋8,700 ＋700＋1,100

新山口

－700 －300
－1,300
－1,700

発着エリア
利用駅
指宿

鹿児島中央
±0

往
路

列車名 指宿着鹿児島中央発
特急 指宿のたまて箱3号 12:4711:57

普通列車 13:1712:05
特急 指宿のたまて箱5号 14:5814:02
普通列車（快速なのはな） 16:3815:37

復
路

列車名 鹿児島中央着指宿発

特急 指宿のたまて箱4号 13:4912:56
特急 指宿のたまて箱6号 16:0015:07

11:4810:57特急 指宿のたまて箱2号
12:3711:27普通列車

4070018-101（京阪神）、-102（山陽）、-103（北陸）コースコード

裏表紙の指宿海上ホテルもご覧ください。

※カレンダー 白色 宿泊日の設定はありません。

おとなび・ジパング
俱楽部

のおもてなし

◆ 薩摩客殿 ご宿泊の方には館内喫茶券付。
　ご利用方法は現地にてご確認ください。
◆ 離宮 ご宿泊の方にはご到着時にお抹茶をご用意。
　ほっと一息一服してください。

室。

円形スペースからの眺望イメージ 離宮/客室一例

全室、海側に面している離宮は日常を忘れる上質空間。
窓からは、青から藍・茜色へと変化していく錦江湾が楽しめます。

露天
風呂

黒豚しゃぶしゃぶ付会席

四季折々の食材と鹿児島の味覚
“黒豚しゃぶしゃぶ”をお楽しみください。

自分流に楽しむ！レンタカー
Sクラスクラス Aクラス WAクラス

日帰り
１泊２日
２泊３日

定員

主な車種

5,200円
10,300円
15,500円

５名 ５名
7,500円
13,300円
18,600円

12,400円
23,400円
33,700円

7～8名

ヴィッツ等 カローラ
フィールダー等 ノア等

■基本代金（1台あたり）

ご
案
内

●基本代金には、レンタカー料金、保険料（対人・対物・人身傷害・車両）、免責補償料、消費税を含みます。
　燃料費、ノンオペレーションチャージ（万が一、事故を起こした場合の休業補償料）は含んでいません。
●車種指定はできません。レンタカーはオートマチック車です。

運転はプロにお任せ！

JR指宿駅またはお宿＝＝＝＝長崎鼻（薩摩半島最南端）＝＝＝＝龍宮神社＝＝＝＝
JR西大山駅（JR最南端の駅・黄色い幸せを運ぶポスト）＝JR指宿駅またはお宿

いろいろ最南端めぐりコース 所要時間:約2時間

指宿の見どころ早回りコース 所要時間:約3時間
■おねだん：1台あたり（小型）10,000円  （ジャンボ）15,000円

JR指宿駅またはお宿＝＝＝＝＝魚見岳頂上（知林ヶ島や錦江湾を一望）＝＝＝＝＝
鰻温泉（西郷隆盛も好んだと伝わる温泉）＝池田湖（季節のお花と開聞岳を一望）＝
フラワーパークかごしま（車窓）＝長崎鼻＝JR指宿駅またはお宿※鰻温泉では入浴しません。

■おねだん：1台あたり（小型）14,000円  （ジャンボ）21,000円

コースコード：○OP   自予 4070018-104○手7（利用日で予約）販売店の方へ
お迎え時間と代表者連絡先をメッセージ欄に入力してください。 手仕舞日以降の新規予約、
取消・変更、ジャンボタクシーの発生手配は第一交通鹿児島Ⓣ099-286-5804へご連絡ください。

コースコード：○OP  S・A・HA・HB 自予 4070018-105○手7（利用日で予約）  WAクラスは発生手配販売店の方へ
●メッセージ欄に配返車営業所・時間と代表者連絡先を入力してください。入力がない場合、予約完了とはなりません。
●手仕舞日以降の新規予約、取消・変更はトヨタレンタカー予約センターⓉ0120-1489-39へご連絡ください。

●配車時間と乗車地をお知らせください。●小型タクシーは1台お客様４名様まで、ジャンボタクシー
は１台お客様9名様までとなります。ジャンボタクシーはお申込みをお伺いしてからの手配となるため、
満席の場合もあります。●行程は変更することも可能です。ドライバーとご相談ください。

観光タクシー
ご旅行プランと一緒にお申込みください

ロードマップ付
（1台につき1部）

※取消料は日帰り旅行約款に基づきます。

●全車カーナビ、ETC付　●禁煙車・喫煙車が選べます。
●対応営業所（2店舗）
・新幹線鹿児島中央駅西口店（JR鹿児島中央駅
 西口ロータリーを左へ、徒歩約2分）
・指宿駅前店（JR指宿駅前、徒歩約1分）
※2店舗間の配返車OK!（乗り捨て料金はかかりません）
　宿泊施設での配返車はできません。
●HA（アクア等・5名）、HB（プリウス1.8L等・5名）の
　禁煙車の設定もあります。基本代金は係員にお問い
　合わせください。

■モデル列車（一例）

■ご利用列車のご案内
ご利用列車 途中下車についてエリア

北陸エリア

京阪神エリア

すべてのサンダーバード号とさくら号がご利用いただけます。 鹿児島中央駅で途中下車できます。（当日又は翌日の乗継）

鹿児島中央駅で途中下車できます。（当日又は翌日の乗継）
すべての直通さくら号がご利用いただけます。
（ただし、席数限定につき、一般席に空席がある場合でもお取りでき
 ない場合があります。お早目にお申込みください。）

山陽エリア ※さくら451・458号は
　広島・新山口発着のみ

鹿児島中央駅で途中下車できます。（当日乗換のみ）限定さくら号 さくら451※・541・545・547号
さくら568・570・572・458※号

（12/1現在）

往路
復路



添乗員同行プランのご案内 添乗員同行プラン・
個人旅行プラン共通

個人旅行プランのご案内

1ページ

2ページ・裏表紙

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月3日～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、2017年5月3日～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、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2016年12月１日を基準としています。また旅行代金は2016年
12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

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

西J4070018

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。
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ご希望の
お宿

ご希望の
列車 （日旅サービス・日本旅行OMCトラベルでも受け付けます）

※列車のご案内が
　パンフレットに
　記載されています。

ご希望の
ご出発日

ご出発日が
本日より 6日以内

お客様の都合のよい日本旅行の店舗でお申込みください

（ご出発日が本日より 20日以内の場合はクレジットカードのみでのお支払いとなりますのでご注意ください）
お電話でお申込みができますご出発日が

本日より 7日以上先

※ご出発日により
　お申し込み先や
　お支払い方法が
　異なりますので
　ご注意ください。

京阪神・山陽・北陸

●営業時間/9：30～17：00（日・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

●営業時間/平日：11：00～19：00
　             土・日・祝日：10：00～18：00
　〒930-0001 富山市明輪町1-230 
　JR富山駅構内クラルテ1階　
　総合旅行業務取扱管理者　中田 森之

●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

●営業時間/10：00～18：00
　（定休日 毎週水曜日は休み）
　〒910-0006 福井市中央1-1-1 
　JR福井駅構内　
　総合旅行業務取扱管理者　江畑 隆史

076-441-8353 0776-23-2400
TiS富山支店 TiS金沢支店 TiS福井支店

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

北陸エリア出発のお申込みは

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

●営業時間/10：00～18：00（土・日・祝日も営業）
〒732-0057 広島県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
日本旅行 広島予約センター

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

※一部のIP電話等からは
☎082-261-2992

添乗員の同行しない個人旅行です。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡し致しますので、お手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
●JRセットプラン・・・宿泊プラン（宿泊1日分）と往復のJR乗車券･特急券等がセットされた代金です。（JRの詳しいご案内は右記をご覧ください。）
●受付について・・・JRセットプランでお申込みください。JRセットプランの各コースの最少催行人員は２名様です。２名様以上でお申し込みください。（山陽・北陸発着のお客様は
　　　　　　　　同一グループ・同一列車・同一発着地でお申込みください。京阪神発着のお客様は2名様以上で同一列車ご利用の場合、異なる発着地からのご参加も可能です。）
◎特に記載の無い場合は下記のお取扱いとなります。
料理写真について
料理提供内容について
風景写真について
連泊について

平日・休日・休前日について

お子様ご参加について

必ず、お読みください。

JRセットプランのご利用について JR乗車券・特急券類は団体割引を適用しておりますので通常
の切符とは取扱いが異なります。ご注意ください。
●特にJR券面に記載の無い限り途中下車はできません。（下車の場合は前途放棄となります。） 
●列車の変更など乗車変更の取扱いはできません。●自由席の利用はできません。 
●往復のご利用となります。片道だけの未使用分の払戻しは一切できません。但し、2時間以上の遅延や運休
による未使用分については払戻しが可能です。（その際は必ず駅員もしくは車掌の証明をお受けください。） 
●指定席券の券面に記載された乗車月日の指定された列車に限って有効です。 
●乗り遅れた場合、乗車券・特急券は無効となり、後続の列車、自由席にもご乗車いただけません。
●人員減や取消等をお申し込み店に連絡できない場合は、駅にて指定券の取消証明を受けてください。
（証明がない場合は払戻しができません。）

【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。

その他、詳しくは係員までご相談ください。

・イメージであり、時季又は人数により内容や器・盛付けが変更となる場合があります。
・お食事場所は、お部屋の利用人数により記載と異なる場合があります。また、同様に食事内容が「バイキング」の場合、お宿の都合により内容・場所等が変更となる場合があります。
・撮影時期の関係で実際と情景が異なる場合があります。
・連泊の場合、２泊目のお食事内容はパンフレット記載内容と異なる場合があります。同一料理内容をご希望の場合は、予めお申し出ください。
・宿泊日カレンダーの　　宿泊日を含む日の連泊プランはありません。追加宿泊代金は係員にお問い合わせください。
・｢平日｣とは月曜日～金曜日を示し｢休日｣とは日曜日及び祝日を示します。｢休前日｣は｢休日｣の前日と土曜日を示します。
 尚、｢休前日｣にあたる ｢休日｣は休前日扱いとなります。
・こども代金は係員にお問い合わせください。

2017.1 

「地球にやさしい旅人宣言」－自然や文化遺産を大切に－

共　同
企　画

〒530-8341  大阪市北区芝田2丁目4番24号

旅行企画
実　施

株式会社日本旅行

株式会社日本旅行

〒530-0001 
大阪市北区梅田1丁目11番4号

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

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

白色

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。（1日目の新大阪駅から3日目の新大阪駅まで）
●最少催行人員…10名　●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)。
●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…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。
　　　　　●花の見頃は、その年の気象状況等により異なります。出発決定後は見頃の状況にかかわらず催行させていただきますので、あらかじめ
　　　　　　ご了承ください。

●コースの行程に表示されている記号は
　次の通りです

＝バス
幹新幹線（普通車・指定席）

徒歩又はお客様負担JR  

朝 弁
食事条件
　  朝食   　 弁当　　昼食   　 夕食   　 食事なし
　

夕昼 ×

赤字は入場観光 青字は下車観光 それ以外は
車窓観光

波静かな錦江湾を眺めながらの展望大浴場や無料の砂足湯も好評です。
ホテル専用の指宿名物砂蒸し風呂（有料：1，080円）などでおくつろぎください。

指宿海上ホテル
いぶ すき かい じょう

夕食一例（黒豚しゃぶしゃぶの大皿は4人前）

【室数】80室　
【 I N 】15：00　【OUT】10：00
【夕食】レストランまたは食事会場※選べません。
【朝食】レストラン（バイキング）※和食となる場合があります。
【客室】和室、バス･トイレ付（8畳～10畳/2～5名）
【交通】JR指宿駅からお車にて約5分

B券★9725-103○手0　素材グループ001 販売素材 003 ※記念日/要MS入力

室定員エリア

3名1室

4～5名1室

2名1室

3名1室

4～5名1室

2名1室

27,000
27,600
28,200

28,600
29,200
30,400

33,000
33,600
34,200

34,600
35,200
36,400

JRセットプラン
（新大阪⇔指宿）

京阪神エリア

JRセットプラン
（広島⇔指宿）

山陽エリア

■基本代金/おとなおひとり様・1泊2日 夕・朝食付 (単位：円)

※カレンダー 白色 宿泊日の設定はありません。■宿泊日カレンダー　

※JRセットプラン代金は鹿児島中央⇔指宿間普通列車利用の場合の代金です。
※2泊目以降ご利用の場合の追加宿泊代金は係員にお問い合わせください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2月
3月
4月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315月

お宿からのおもてなし
◆宿泊日当日がお誕生日の方にお楽しみをご用意※要MS入力

ジャグジー・大浴場

おとなび・ジパング俱楽部
のおもてなし

◆基本代金で錦江湾や大隅半島を
　望む「海側」のお部屋をご用意

●7:00～9：00、16：00～20：00営業
　（料金：おとな1,080円）

■マークの紹介

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
　のみ記載しています。

露天
風呂

加減代金基本代金旅行代金

4070018-101（京阪神）、-102（山陽）、-103（北陸）コースコード

●「お宿からのおもてなし」・「おとなび・ジパング俱楽部のおもてなし」は旅行代金に含まれます。　●時季により料理内容・器については、写真と一部異なる場合があります。　●最少催行人員：2名　

砂蒸し風呂イメージ

黒豚しゃぶしゃぶ付
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