
ツアープランについては裏面をご覧ください。
旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。

出発
限定

4070115 （エスコート）
添乗員同行プラン

20182/23

1/31（水）
14：00発売！

おすすめポイント（販売物を除いて、旅行代金に含まれます。）

●「サロンカーなにわ」を浜田まで（福知山・山陰線経由）
　夜行運行！ 夜汽車の旅を。
●特製掛紙のお弁当をご用意。
●三江線団体臨時列車（キハ120）に
　オリジナルヘッドマークを取付。
●「サロンカーなにわ」到着時に
　石見神楽の上演。

●4班に別れて、3月で廃止の三江線を列車とバスで
　たどります。バスでは特徴ある駅に立ち寄り、
　列車車内では車窓案内。
●川本町観光協会発行 三江線乗車記念切符
　（石見川本駅訪問記念証）を進呈。（おひとり様各1枚）
●記念乗車証・乗車記念品を進呈。（おひとり様各おひとつ）
●車内ではグッズ等の販売会を実施します。

列車の運行状況により予告なく変更となる場合があります。

貸
切

ありがとう三江線の旅
「サロンカーなにわ」で行く

サロンカーなにわ

※編成車両数は写真と異なる場合があります。

三江線冬景色Ⓒyamaoka ryouji

3泊4日
宿泊ありプラン

Ⓒkanefune　車内（イメージ） Ⓒkanefune　車内（イメージ）

シャンデリアきらめく展望車フルリクライニングシートの優雅な座席

浜原駅石見川本駅 （イメージ）

（イメージ）

サロンカーなにわⒸkanefune（イメージ）

Ⓒkanefune（イメージ） Ⓒkanefune（イメージ）

Ⓒkanefune（イメージ）Ⓒkanefune（イメージ）

石見神楽（イメージ）
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◎三江線・団体臨時列車に浜田～三次間にて浜原駅を境
に、かつ上り、下りの4区間に分けて、いずれかの区間
にご乗車いただき、その他の区間は貸切バスにて移動
し、三江線のいくつかの駅を訪ねます。
※三江線・団体臨時列車では普通車自由席として、座席定
員までの人数でご乗車いただきます。譲り合ってお座り
ください。区間により一部の駅で停車する場合もありま
すが、停車駅がない場合もあります。（一部定期列車に
連結となる場合もあります。）
※浜田駅到着後、浜田・松江・西出雲・荒磯温泉宿泊のお
客様は各自で宿泊施設にご移動ください。旭温泉泊の
お客様はバス等にてお宿までご案内します。
※三江線の立寄る駅へはバスから徒歩となる場合がありま
す。左記コースの立寄り駅は変更となる場合があります。

コースの指定はできません。いずれかのコースに参加いた
だきます。ご参加のコースは抽選とさせていただきます。

■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。
■お客様の交替について
１.旅行契約上の地位を第３者に譲渡する場合には当社の承諾が必要です。
旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるもの
とし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契
約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。

2．なお、インターネットオークションサイトなど、当社の支店、営業所及
び当社と提携する旅行会社以外の箇所で旅行契約上の地位を購入
又は譲り受けた場合、当社はお客様の交替を承諾いたしかねます。

3．当社の承諾なくお客様が交替された場合には、旅行の参加をお断りします。
その場合にお客様に損害が生じたとしても、当社はその責を負いません。

ご 案 内 必ずお読みください。
旅行代金 基本代金 追加代金= +

販
売
店
の
方
へ

■確定日程表は出発の7日前前後よりイントラから印刷して
ください。［赤い風船］→［西日本］→［目的別］→［鉄道ツアー］
■お客様には会員券及びバウチャー券と行程表をお渡しください。
■列車の切符は当日集合時にお渡しします。

コースの行程に表示されている記号は次の通りです。
JR 貸切バス又は送迎車又はタクシー
フリータイム（お客様負担）

食事なしー 昼食昼朝食朝 弁当弁夕食夕

【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。

●添乗員…「サロンカーなにわ」、三江線団体臨時列車及び貸切バス運行区間のみ同行します。　
●最少催行人員…100名様 ※最少催行人員に満たない場合は催行中止となります。
●お申し込み最終締切…ご出発の14日前まで予約を受け付けます。（満席となっている場合があります。）　
●集合時間･集合場所･出発時間・コース詳細…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。
■注意事項
●パンフレットに記載の時刻は、団体臨時列車のため目安です。変更となる場合があります。
また、編成、車両、停車等はやむを得ない事情で変更・中止となる場合がございます。またそ
の場合でも、その区間の行程が成立した場合は返金等いたしかねます。

●お席のご希望（窓側、通路側、号車）はお伺いいたしかねます。お席については当日集合時にお知らせします。
●行程中の途中駅での乗降はできません。下車された場合は旅行行程の前途放棄となり、返金等はいたしかねます。
●本ツアーご参加中、新聞、テレビ等の取材が車内にお邪魔する場合があります。ご了承ください。
●旅行行程中は現地係員、添乗員等の指示に従ってください。円滑なツアー実施にご協力い
ただけない場合は、旅行業約款に基づき、前途の参加をご遠慮いただく場合がございます。
ご参加の皆様のご協力をお願いします。
●本パンフレットに記載の情報は、平成30年1月1日現在の情報を基にしております。ツアー
オリジナル「乗車記念品」「記念乗車証」「お弁当」につきましては、別にご案内する場所で
旅行代金をお支払いのおとな・こども共お一人様につきお1つをお渡しします。　

●列車内は禁煙となります。（喫煙コーナーはございません。）　
●飲食物の車内販売はございません。　●お弁当にカニ等の食材を使用したものをご提供する場合がございます。

※サロンカーなにわの2人掛けのAB席又は
　BC席の2席をご用意させていただきます。
　どちらかの選択はできません。
※設定座席には限りがあります。
　満席の際はご容赦ください。
※記念グッズ・お弁当等は1名分となります。
※三江線には占有プランはありません。

「サロンカーなにわ」（大阪⇔浜田）
2人掛け席1人で占有プラン

販売店の方へ 上記コースNO.必須選択にて予約
グレードアッププラン

20,000円増
追加代金/おひとり様（おとな・こども同額）

■行程表

18.1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

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。（2018年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、2018年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2018年1月１日を基準としています。また旅行代金は2018年1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
右記日帰り旅行以外

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％

日帰り旅行
無料
無料

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

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  

●お問合わせ・お申込みは下記へ。

西J4070115

コース 食事日程
2

（　）金
23

2

（　）土
24

ー
ー
ー

ー
ー
ー

朝
ー
弁

2

（　）日
25

2

（　）月
26

弁
※

下記
参照

下記
参照

大阪駅
22：00頃発 グリーン車・指定席

団体臨時列車「サロンカーなにわ」

グリーン車・指定席
（福知山線・山陰本線経由）

普通列車
自由席

団体臨時列車
「サロンカーなにわ」

グリーン車・指定席

団体臨時列車「サロンカーなにわ」

浜田駅

浜田駅

9：30頃着

9：00頃発 9：30頃着

20：45頃発 21：15頃着

グリーン車・指定席（福知山線・山陰本線経由）

団体臨時列車「サロンカーなにわ」

6：00頃着

浜田駅
17：00頃発

浜田・荒磯温泉・松江・西出雲
旭温泉 浜田駅

旭温泉（泊）

浜田駅 鎌手駅
20：06又は
21：38発

20：42又は
22：12着

21：00又は22：30頃着
荒磯温泉（泊）

浜田（泊）浜田駅

大阪駅

浜田駅 松江（泊）松江駅 フリータイム
（各自負担）

フリータイム
（各自負担）

フリータイム
（各自負担）

西出雲（泊）浜田駅 西出雲駅フリータイム
（各自負担）

フリータイム
（各自負担）

送迎車

浜田駅到着後の
コースは下記を
ご覧ください。

（各自負担）
フリータイム

送迎車等

（各自負担）

※お子様の1名1室のご利用はできません。※こどもは3名１室より適用となります。（ホテルサンヌーベを除く）

4つのコースに分かれます。（旅行代金は同一です。）浜田駅到着後のコース
Aコース

Bコース

Cコース

Dコース

普通車・自由席（キハ120・1両）※
三江線・団体臨時列車

浜田駅
10：30頃発

浜原駅 宇都井駅石見都賀駅
13：00頃着 19：00頃着

口羽駅 三次駅 浜田駅バス
乗換
バス
乗換 各宿泊施設へ

各宿泊施設へ

各宿泊施設へ

各宿泊施設へ

普通車・自由席（キハ120・1両）※
三江線・団体臨時列車

浜田駅
10：30頃発

浜原駅粕淵駅
13：00頃発 15：00頃着 19：00頃着

石見川本駅因原駅川平駅 三次駅 浜田駅

普通車・自由席（キハ120・1両）※
三江線・団体臨時列車

浜田駅
10：30頃発 15：00頃発

浜原駅 粕淵駅
16：45頃着 19：30頃着

石見川本駅 因原駅 川平駅三次駅 浜田駅

宇都井駅 石見都賀駅口羽駅バス
乗換
バス
乗換 普通車・自由席（キハ120・1両）※

三江線・団体臨時列車
浜田駅
10：30頃発

浜原駅
17：00頃着 20：30頃着

※江津駅で約1時間停車します。一旦下車いただく場合があります。

三次駅 浜田駅

各
コ
ー
ス
と
と
も
に
浜
田
駅
到
着
後
、上
記
へ

弁
弁

弁

弁
弁

昼

弁
昼

夕食
昼食

※お宿での宿泊手続きはお渡しする
クーポン類にてお客様ご自身でお願
いいたします。※各お宿には添乗員は
宿泊しない場合があります。※お宿の
部屋タイプ及び禁煙・喫煙はお選びい
ただけません。

※三江線が運転見合わせとなった場合について（下記をご了承の上、お申込みください。）
　三江線が運転見合わせ（一部区間を含む）となった場合は貸切バスにて主要駅に立寄るコースにてツアー催行させていただきます。この場合、三江線にはご乗車いただけません。旅行代金の返金はございません。また、事前のご連絡が出来ない場合があります。

荒磯温泉
（益田市） 荒磯館
和室、トイレ付（1～4名）

JR鎌手駅から車で約3分
（送迎あり）

アクセス

朝食付
旭温泉 ホテル川隅
和室、トイレ付（1～4名）

JR浜田駅から車で約30分アクセス

朝食付

松江

洋室、バス・トイレ付、
シングル（1名）

JR松江駅から徒歩約12分アクセス

朝食付
松江 グリーンリッチ

ホテル松江駅前
ホテル
ルートイン松江

洋室、バス・トイレ付、
シングル（1名）

JR松江駅から徒歩約2分アクセス

朝食付

浜田 島根浜田
ワシントンホテルプラザ

洋室、バス・トイレ付、
シングル（1名）

JR浜田駅から徒歩約3分アクセス

朝食付
浜田 ビジネスホテル末広
洋室、バス・トイレ付、
シングル（1名）

JR浜田駅から徒歩約3分アクセス

軽朝食付

西出雲 ホテルサンヌーベ
洋室、バス・トイレ付、
ツイン（2名）、シングル（1名）

JR西出雲駅から徒歩約1分アクセス

朝食付

3泊4日宿泊ありプラン 大阪
集合・解散出発日：2月23日（金）

※基本プランは、「サロンカーなにわ」の車内でおひとり様にお席を1席ご用意します。（「サロンカーなにわ」は2人掛と1人掛があり、いずれかとなります。相席となる場合もあります。）
※往路・復路車内にて特製掛け紙のお弁当をお渡しいたします。（各1回）※2日目の朝食弁当は「カニ寿し弁当」となります。※途中駅で写真撮影や休憩の為にドアの開く停車駅を設ける予定です。（最終行程
表でご案内いたします。）※「サロンカーなにわ」の1号車及び一部車両は一部又は全部の時間、販売スペース・スタッフ用となるため、ご利用いただけない場合があります。※「サロンカーなにわ」の両端展望室
及び1号車は交代制とさせていただく場合があります。※「サロンカーなにわ」の1号車及び展望室は深夜時間帯はしめきりとする場合があります。※片道乗車プランはございません。※往復ともに大阪駅以外
での乗下車はできません。時刻は最終日程表でお知らせします。※バスガイドは乗務いたしません。※貸切バス会社名：浜田交通又は中国ジェイアールバス又は石見交通又は同等クラス。

ご
案
内

■基本代金/おひとり様（基本プラン）

001：基本（旭・荒磯温泉1名1室） 
002：基本（旭・荒磯温泉2名以上1室）
101：基本（上記以外1名1室） 
102：基本（上記以外2名以上1室）
201：2人掛占有（旭・荒磯温泉1名1室） 
202：2人掛占有（旭・荒磯温泉2名以上1室）
301：2人掛占有（上記以外1名1室） 
302：2人掛占有（上記以外2名以上1室）

B券 手17

＊予約画面→単一コース照会  
＊宿泊必須選択 販売店の方へ

エスコート  
コースコード：4070115-□→島根浜田ワシントンホテルプラザ

ー
ー
ー

69,800円
ー

3名1室

宿泊施設
4名1室

1名1室
2名1室

こども代金

ホテル川隅 荒磯館 ビジネスホテル末広

68,800円
69,800円
72,800円
55,500円

ー
ー
ー

65,980円
ー

ホテルルートイン松江
70,800円
71,800円
74,800円
56,200円

グリーンリッチホテル松江駅前 ホテルサンヌーベ
ー
ー

66,200円
56,200円

ー
ー
ー

69,050円
ー

ー
ー
ー

67,700円
ー

お
と
な

車中2泊
現地1泊


