
大和屋本店
四国松山・道後温泉

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。

0570-666-631 ☎06-6347-9100

旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。 会員番号のご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ＷＥＢで検索！
電話で予約OK

※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。

7日以上先のご旅行は
一部の
IP電話等からは

大阪予約センター（おとなびジパング電話予約センター）  9：30～17：00/土曜・日曜・祝日も営業

ご同行者も同一代金でご参加OK!

や 　  ま 　  と 　 　    や 　     ほ ん 　 　 　 て ん

●ご旅行代金おとなおひとり様

でと往復JR 新大阪発着・
普通車指定席利用 （1泊2日）宿泊

27,400円～36,800円
（　　　　　）

能舞台「千寿殿』イメージ

「足湯」イメージ

能舞台「千寿殿」

能楽の国松山のシンボル「千寿殿」。
17時半から約30分間、能舞台体験講
座を開催します。普段できない体験で
す。旅の思い出にぜひご参加ください。

檜を用いた足湯とは思えない上質感。道
後の湯をお気軽に足湯でお楽しみいた
だけます。

「足湯」

91室　　　12：00　　 12：00　　　
レストラン又は食事処
レストラン又は食事処

（朝食は和定食又は洋定食から
チェックイン時お選びいただけます）
※夕・朝食場所共お選びいただけません。
和室、バス・トイレ付（10畳/2～5名)　　 
JR松山駅からお車にて約15分

室数 IN OUT
夕食

客室

朝食

交通

お宿のご案内

客室一例

※毎月数日間の休講日があります。ご了承ください。

全日
2～5名様
同一料金

ゆったり感たっぷりのお部屋です。

JRで行く

露天風呂女性用「女郎花」イメージ

外観イメージ

道後ならではの透明感と
やわらかい泉質を
お楽しみください。

タオル、バスタオルやアメニティ類は
脱衣場にご用意しております。
手ぶらでお越しください。

24時間ステイ

おとなび・ジパング倶楽部特別企画
京阪神発着

2017.11  2018.3問合わせ番号
チラシ11月

夕食一例 （■は愛媛の食材）

ご夕食 愛媛が産地！！スペシャル会席 大和屋本店150周年企画

おとな
おひとり様
（通常800円相当）

イメージ

おひとり様からお申し込
みいただけます。ご夕食後
のデザートにご夕食会場
でお召し上がりいただき
ます。グループで分けあっ
て食べてもOK。
食後の別腹も大満足！

※産地からの供給状況によりメニューが急遽変更となる
　場合があります。あらかじめご了承ください。

愛媛の地元食材が満載。和食・洋食・中華の
専門料理師によるコラボレーション会席。
愛媛の自然豊かな環境で育った食材・味覚を
たっぷりとお楽しみください。

夕食後の
デザートパフェ甘とろ豚

五色素麺

愛鯛
媛っこ地鶏の醤油飯

鬼北熟成雉
大洲産アマゴ

150円

コースコード ○OP C券○自予　4070093-002○手2 利用日・利用人数分で予約

ご旅行プランと一緒にお申込みください。

　 昨年も大好評！
グラスの大きさ
直径8㎝・高さ16㎝。
季節のフルーツを
使ったパフェです。

◆前菜三種
◆お造り三種盛り
◆伊予の小京都 「大洲（おおず）」産
　アマゴ の甘辛煮
◆愛媛ブランド 「愛鯛」 のカダイフ巻き
◆愛媛ブランド 「鬼北熟成雉」 と
　チーズ・ペーコンのコートレット
◆愛媛ブランド 「甘とろ豚」 の
　アーモンド揚げ
◆松山名物 五色素麺 のにゅうめん
◆愛媛ブランド 媛っこ地鶏 の
　松山名物醤油飯
◆香の物

道後のシンボル「道後温泉本館」のすぐ近く。道後温泉屈指の老舗ながら、
従来の和の枠と現在のサービスでお客様をお迎えいたします。
「大和屋本店」は2018年創業150周年を迎えます。

観 光 経 済 新 聞 社 認 定®

「5つ星の宿」とは
観光経済新聞社が
独自に設けた認定基準
を満たした宿です。

取消料なし



ご予約の際、
次の流れで
ご希望を
確認させて
いただきます。

ご希望の
宿泊プラン

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）パンフレットに

記載されている
列車からお選び
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。

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泊と往復の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。

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 白色 宿泊日を含む日の連泊はできません。
・｢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。

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。
●自由席は利用できません。
●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。指定列車に乗り
　遅れた場合、乗車券・特急券共無効となり、後続の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。）

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。

おとなおひとり様 JR利用差額代金基本代金旅行代金 ＋ 
※宿泊設定除外日は右記の宿泊日カレンダーでご確認ください。12/29～1/4のJR乗車日の設定はありません。
■出発日：2017年11月1日～2018年3月30日（31日帰着）

■JRセットプラン行程表

１

2

日次 食事宿泊施設コース

（2日目は1日目の逆コースです） 朝

夕大和屋
本店

松

　山

岡

　山
フリータイム
（お客様負担）

山陽新幹線
ひかり・こだま号

普通車指定席

特急しおかぜ号

普通車指定席

姫

　路

西
明
石

新
神
戸

新
大
阪

(単位：円)■基本代金/おとなおひとり様・1泊2日夕・朝食付
室定員JRセット

プラン
（新大阪⇔松山）

2～5名
1室 27,400 28,800 36,800

■宿泊日カレンダー※カレンダー  白色  宿泊日の設定はありません。　

●発着地により右記の代金が
　減算されます。
（おとなおひとり様／片道）

新大阪 新神戸 西明石 姫 路

±0円 －300円 －400円 －900円
■JR利用差額代金表

※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。

大和屋本店150周年企画

木 金 土月 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 日月 火 水
11月
12月
1月
2月
3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
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 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
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

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

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10月１日を基準としています。また旅行代金は
2017年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

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

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

10450100（06）

京阪神  2017.11

西J4070093

●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。

●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〈9：30～17：00/土曜・日曜・祝日も営業〉

大阪予約センター（おとなびジパング電話予約センター）

指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券、特急券共に無効となり、後続の自由席にもご乗車いただけません。
3月中旬（予定）のJRダイヤ改正により、記載の利用列車が変更となる場合があります。

往 

路

新大阪発
しおかぜ5号
（乗り換え）新神戸発 岡山着 岡山発

ひかり493号 8：14 8：29
西明石発
8：45

姫路発
8：56

しおかぜ9号
9：16

ひかり461号 10：02 10：15 10：30 10：41 11：17

松山着利用列車

復 

路

西明石着姫路着岡山着 （乗り換え） 岡山発

しおかぜ24号
16：1215：58

18：11
ひかり476号 15：23

15：28

松山発利用列車
しおかぜ18号

新大阪着新神戸着
16：4116：2815：11

19：1218：58ひかり482号 18：23 19：4119：28
12：20

■モデル列車（一例）

9：25 12：10
11：35 14：13

1セット

1,500円
（1,776円相当）

■ご利用列車のご案内

ひかり491号を除くひかり号・全こだま号
山陽新幹線

ひかり444号を除くひかり号・全こだま号

特急列車 途中下車について
岡山駅で途中下車できます。

（往路は当日中、復路は当日
又は翌日の乗り継ぎ）

全てのしおかぜ号
往 路
復 路

オリジナル大和屋
ベジスイーツ
Oyaki-おやき（5個入）

愛媛で育てられたチョウザメから
美容成分を調合、女性に人気！
スタージオンロイヤルマスク（1つ）

道後温泉旅館組合と
バスクリンとの共同開発
道後 椿の香り（5包入）

美しく、楽しく、
楽ちんに自分で
着付けられる
浴衣です。
おしゃれに着飾り
まち歩き。
旅の思い出に
いかがでしょうか。

女性
限定

おとな
おひとり様1,500円（2,700円相当）

※大和屋本店から徒歩約1分。
※12月5日（火）は年末大掃除のため休館

公衆浴場では日本で初めて
国の重要文化財となった
道後温泉のシンボルです。

「道後温泉本館」

※大和屋本店
　から徒歩
　約5分。

聖徳太子の来浴や斉明天皇の行幸など伝
説が残る飛鳥時代をイメージした道後温
泉の新しい
温泉施設が
オープンし
ました。

イメージ

イメージ

（10/1現在）

お得なお土産セット。
お土産はこれで
バッチリ！おひとり様
何セットでもご購入OK!

大和屋本店
150周年企画取消料なし

取消料なし

美楽流浴衣でまち歩き
み らくる ゆ か た

ご旅行プランと一緒にお申し込みください。 ご旅行プランと一緒にお申し込みください。

コースコード 4070093-001 素材グループ001 ○手2B券★8413-101 販売素材 001
（美楽流浴衣レンタル・お土産セット）○（オプション）C券4070093-002○チェックイン日で予約してください。自予 手2販売店の方へ

※画像はすべてイメージです。

・含まれるもの
   美楽流浴衣・帯・下駄・足袋（足袋はお持ち帰りい
 ただけます）

・チェックイン時に浴衣をお選びいただき、着付け 
 図解をお渡しします。一度着れば着付けは簡単。 
 外湯入浴後もまた着れます。

イメージ

2017年9月26日オープン
道後温泉別館

「飛鳥乃温泉」
あ す か 　の 　ゆ


