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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。
電話で予約OK
7日以上先のご旅行は

ご出発まで7日未満のご旅行は、最寄りの
日本旅行・日旅サービス・日本旅行OMCの
各支店へ直接ご来店の上、お申込みください。

問合わせ番号
チラシ6月

0570-666-631 日本旅行 おとなび

一部のIP電話等からは06-6347-9100
ＷＥＢで検索！

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!

大阪予約センター（おとなびジパング電話予約センター）

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。発売日:5月25日（木）9:30

30室　　　15：00　　　10：00
レストラン「石窯レストランMON」
レストラン「石窯レストランMON」（和定食）
〈舞の棟〉和室、バス・トイレ付（10畳/2～5名）　
〈雪月花の棟〉和室、バス・トイレ付（12畳/2～5名）
※1・2階の指定はできません。
京都丹後鉄道天橋立駅から徒歩約5分
天橋立駅から送迎あり※要MS入力

室数 IN OUT

朝食
客室

交通

夕食

歴史と伝説の文珠に湧く
天橋立温泉「智恵の湯」

夕食イメージ（写真の前菜は2人前）

月毎の献立で海の幸、山の食材を
一番おいしい調理方法でご用意いたします。ご夕食

JRで行くJRで行く

外観イメージ

文珠荘

温泉

お宿のご案内

お部屋 天橋立運河を望む、情緒溢れる客室です。

お食事処
「石窯レストランMON」

イメージ

イメージ

日本三景天橋立の運河沿いに建つ純和風の温泉旅館、
細やかな心遣いでおもてなし。いい風呂 いい味 いい景色

もん じゅ そう

おとなび・ジパング俱楽部ならではのおもてなし

創業元禄3年（1690年）。智恩寺（文殊堂）
門前に並ぶ四軒茶屋のひとつ。
名物「智恵の餅」のお土産販売もあります。

※ご利用になられなかった場合の返金、またおつりは出ません。
■営業時間：8：00～17：00、お宿から徒歩約2分

天橋立散策の際、
ぜひお立ち寄りください。

「文珠荘 勘七茶屋」利用券
おひとり様1,000円分付

（旅行代金に含まれます）

露天風呂大浴場

舞の棟 雪月花の棟無駄のない洗練された古典的な和室が
旅の疲れを癒します。

天橋立イメージ

客室一例客室一例

【お部屋からの眺望】 【ご到着時のおもてなし】
1階 のお部屋からは庭園に出ることができます。
 気のむくままに運河沿いの散歩も
 お愉しみいただけます。

2階からは天橋立運河が一望できます。
 穏やかな景色をお楽しみください。

運河側の壁は一面
大開口のガラス張りで
天橋立の運河を
眺めながらのお食事が
お楽しみいただけます。

天橋立の情緒ある自然に溶け込む
純和風のお部屋です。

9：30～17：00
土曜・日曜・祝日も営業

源泉100％。地下1,500メートルから湧出する温泉は
「美人の湯」と呼ばれ、しっとり肌になると好評です。
お風呂上がりには勘七茶屋特製「冷やしお汁粉」を
ご用意（16：00～18：00の間）

お宿からのおもてなし
◆記念日の方に記念品・記念写真付
　（お誕生日・結婚記念日の前後1週間）※要MS入力
◆夕食時、お銚子またはソフトドリンク1本または
　お2人でビール1本またはグラスワイン1杯ご用意

（旅行代金に含まれます）

智恵の餅イメージ

外観外観

天橋立名物
「智恵の餅」
をご用意

天橋立温泉

お品書き（一例）❖ ❖
食前酒　　　先附け　季節の一品　　前　菜　季節の盛り合わせ　

お造り　旬の三種盛り　　鍋　物　和牛石焼き　　焼　物　サザエ、若狭鰆

炊合せ　鯛のあら煮　　　油　物　季節の物　　　酢の物　季節の物　

御　飯　丹後米　　　　  甘　味　季節の果物

※月毎の献立のため、更に当日の食材仕入れにより、
　料理内容が異なる場合があります。

2014年 夏オープン！

椅子・テーブル席での
お食事です。
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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

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。

●お問合わせ・お申込みは下記へ

●営業時間/9：30～17：00/土曜・日曜・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

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

大阪予約センター（おとなびジパング電話予約センター）

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月31日、2018年1月1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12月31日、2018年1月1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2017年5月１日を基準としています。また旅行代金は2017年
5月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

17.1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

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・・・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。
◎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。
・連泊利用の場合の旅行代金は係員にお問い合わせください。　
・宿泊日カレンダーの　　宿泊日を含む日の延泊はありません。
・｢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。
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特別な配慮・措置がとなります。
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ご希望の
プラン

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。
　ご参考にして
　ください。

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。

※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。

■宿泊日カレンダー　

■　　　　　   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。

舞の棟利用 

雪月花の棟利用追加代金 2,500円増おとなおひとり様

5名1室

4名1室

3名1室

2名1室

室定員エリア

JRセット
プラン

（大阪⇔天橋立）

○得

24,800
28,800
30,000
31,200
32,200

25,400
26,000
26,600
27,600

■JRセットプラン行程表 ※途中下車はできません

おとなおひとり様旅行代金 JR利用差額代金基本代金 宿泊差額代金＋ ＋
■出発日：2017年6月1日～9月29日（9月30日帰着）

※8/10～16のJR乗車日の設定はありません。
　宿泊設定除外日は下記の宿泊日カレンダーでご確認ください。

コースコード 4070047-001 素材グループ001 ○手0B券6231-101

販売素材 （舞の棟）基本/001　先どり/002　
（雪月花の棟）基本/003　先どり/004　

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月
6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
7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 31
8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 31
9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

■JR利用差額代金表

±0 ＋100 ＋700＋300
新大阪・大阪・尼崎

－400
京都 三ノ宮 明石 姫路

（おとなおひとり様／片道）（単位：円）●発着地により下記の代金が加減されます。

天橋立駅

元伊勢籠神社

府中駅

傘松公園ケ
ー
ブ
ル
カ
ー

リ
フ
ト

天橋立神社

文珠荘

天橋立ビューランド

●

●

●

●
観光船のりば

松並木

天橋
立観
光船

レンタサイクル
（1台）2時間400円

●

智恩寺
（文殊堂）

勘七茶屋

智恵の湯

船が通過する度に
90度旋回する
珍しい橋

智恵の輪
石灯籠

大内峠

MAP

廻旋橋■ご利用限定列車のご案内

12：07

16：07

10：38

14：33

利用列車

はしだて4号

はしだて6号

はしだて2号

福知山着
10：44

14：44

福知山発

10：00

13：48

天橋立発

復
路

17：0715：34 15：4314：56

京都着

10：46 12：16 12：23こうのとり12号

14：42 16：15 16：22こうのとり16号

15：45 17：14 17：20こうのとり18号
(直通)

(直通)

(直通)
尼崎着 大阪着（乗り換え）

11：25
10：459：10

利用列車

こうのとり3号
はしだて5号
こうのとり9号

はしだて1号
大阪発

10：41  10：49
9：16

尼崎発
9：25
京都発

往
路

はしだて1号
13：4912：25 14：31
13：42

13：53
12：11 12：18 はしだて5号

天橋立着福知山着 福知山発（乗り換え）

(直通)

(直通)

こうのとり5号、はしだて3号、きのさき5号を除く北近畿方面の特急列車がご利用いただけます

全ての特急列車がご利用いただけます

往路

復路

※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。

■モデル列車（一例）

１

2

日次

尼崎

福
知
山

普通列車

食事宿泊地コース

朝

夕

普通車指定席
普通車
指定席

京都丹後
鉄道

普通車指定席

特急はしだて号（限定列車）

フリー
タイム

(お客様
ご負担)

（2日目は1日目の逆コースです）

京都

天橋立
新大阪・大阪

姫路・明石・三ノ宮

文珠荘
特急

こうのとり・はしだて号
（限定列車） 天橋立を望む絶景スポットのひとつ。傘松公園から

見る「昇龍観」、大内峠から見る「横一文字」、天橋立
ビューランドからの「飛龍観」と見る場所によって
違う趣の景色が楽しめます。

天橋立は幅20～170m、全長約3.6km、
大小約8,000本の松が茂る砂嘴(さし)でできた
砂浜。散策(徒歩で約50分/片道)、自転車(約20分/
片道)、船など楽しみ方いろいろ。

天橋立の松並木天橋立の松並木

傘松公園・股のぞき傘松公園・股のぞき

※記念日・送迎/要MS入力　
　勘七茶屋利用券はSV券

イメージ

イメージ

早目のお申込みがオ・ト・ク！
7・8・9月限定 35日前までに

お申込みの場合2,000円引
おとなおひとり様


