
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

■マークの見方／ ＪＲ    ■最少催行人員／各日２名様（大人）      ■添乗員／添乗員の同行しない個人旅行です。 

■食事条件／朝食１回・昼食０回・夕食１回   ■利用ホテル／ホテル白菊(２～４名１室)和室、バス・トイレ付 

                        

  

 
 

★自由に行動したい方にピッタリ！フリープラン！  
★グリーン車利用代金(片道￥1,500ＵＰ)でご乗車いただけます！  
★＜ＪＲ 別府駅 直結＞『えきマチ１丁目別府』でご利用可能なお買いものクーポン 500 円分付き！ 

※１回のご旅行につき、お１人様１枚(添い寝幼児除く) 
★里の駅かんなわ『蒸 de 喜屋』地獄蒸しタマゴお１人様１つ付き(引換券持参の方限定) 
★大分マリンパレス水族館「うみたまご」オリジナルシャープペンシル１人１本付(入場及び引換券持参の方限定) 
★別府温泉保養ランド 入場料金：大人￥1,000(通常￥1,100) (割引券持参の方限定) 
★通常よりお得なオプショナルプランもご用意！(事前申し込み限定) 
 

■旅行日程【１泊２日】 

■お申し込み・お問い合わせ■ 
 

                   

メディアトラベルセンター 

 ０５７０－６６６１５５ 
★営業時間★ 9:30～18:00 （年末年始は除く） 

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3-300 大阪駅前第 3 ビル 3 階 

観光庁長官登録旅行業第 2 号  （一社）日本旅行業協会正会員 

総合旅行業務取扱管理者：山本 勝也  
             

西メディア 17-21  

旅行企画・実施 

この旅行は、㈱日本旅行メディアトラベルセンター（以下「当社」といいます）が旅行実施・企画する旅行であり、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していただくことになります。 
 

１．お申込み方法と契約の成立・・・(1)当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、ご旅行代金全額をお申込下さい。(2) 募集型企画旅行

契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。(3) 旅行代金は旅行出発日の１４日前までにお支払いいただ

きます。 

２．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。 

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの・・・パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等

諸税及び添乗員同行費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。 

４．取消料・・・お客様は、右の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営

業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。 
 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり） 

（１）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日まで 無 料 

（２）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２０日目にあたる日以降８日目にあたる日まで 旅行代金の２０％ 

（３）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降前々日まで 旅行代金の３０％ 

（４）旅行開始の前日まで 旅行代金の４０％ 

（５）旅行開始日の当日 旅行代金の５０％ 

（６）無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の１００％ 
 

５．免責事項・・・お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。 

 ・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止 ・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれら

のために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 ・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難 ・運送

機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地、滞在時間の短縮 

６．特別補償・・・お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無に

かかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。 

７．旅程保証・・・当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第 25 条別表左欄）に掲げる

重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。 

 

 

８．個人情報の取扱い・・・(１)当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や

運送、宿泊期間等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。(２)当社、当グルー

プ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資料の

作成。にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。(３)このほか当社の個人情報の取り使いに関する方針等について

はホームページ（http：//www.nta.co.jp）でご確認ください。 

９．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、平成２9 年 2 月 22 日現在を基準としています。 

 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。✽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上、お申込みください。 

【このパンフレットは、旅行業法第 12 条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第 12 条の５に定める契約書面の一部となります。】 

 日   程 

1 

 
【新幹線・普通車・指定席】       【特急列車・普通車・指定席】 

        ※限定列車利用          （所要時間 約 1 時間 20 分） 

新大阪駅 小倉駅 別府駅 
7:30～         9:50～ 
 

到着後、ご自由にお楽しみ下さいませ 

宿泊：別府温泉 ホテル白菊 

2 

 

出発まで、ご自由にお楽しみ下さいませ 
 

【特急列車・普通・指定席】      【新幹線・普通車・指定席】 
 （所要時間 約 1 時間 20 分）       ※限定列車利用  

別府駅 小倉駅 新大阪駅 
     12:20～21:10 頃      14:30～23：35 頃 

 

 

★べっぷ地獄めぐり ７地獄共通観覧券 

大人  ：1,700 円(通常 2,000 円) 
高校生：1,150 円(通常 1,350 円) 
中学生： 850 円(通常 1,000 円) 
小 学 生 ：  7 7 0 円 ( 通 常 9 0 0 円 ) 

★大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 

大人(高校生以上)：2,100 円(通常 2,200 円) 
小・中学生   ：1,050 円(通常 1,100 円) 
幼児(４歳以上)：650 円 (通常  700 円) 

■出発日と旅行代金（お１人当たり：大人）※子供代金はお問い合わせください 

出発日(2017 年) 

※土・日発除く特定日 

ご旅行代金 

４名１室利用 ３名１室利用 ２名１室利用 

３/６(月)～３/１７(金) ２９,８００円 ３０,８００円 ３２,７００円 

３/２０(月・祝)～３/３１(金) ３１,６００円 ３２,８００円 ３４,７００円 

 

【利用限定列車】 

往路 新大阪発 新神戸発 姫路発 小倉着 

ひかり 491 号 7：35 7：48 8：05 9：54 

のぞみ 1 号 8：24 8：37 → 10：36 

のぞみ 7 号 9：29 9：43 9：59 11：42 

のぞみ 13 号 10：25 10：38 → 12：38 

のぞみ 21 号 12：05 12：18 → 14：16 

のぞみ 23 号 12：42 12：55 → 14：53 

のぞみ 25 号 13：05 13：18 → 15：16 

新大阪駅１４時以降ののぞみ号は 

全てご利用頂けます！ 

 

復路 小倉発 姫路着 新神戸着 新大阪着 

のぞみ 28 号 12：27 → 14：26 14：38 

のぞみ 42 号 15：27 → 17：26 17：38 

のぞみ 46号 16：07 → 18：06 18：18 

のぞみ 52 号 17：07 18：49 19：06 19：18 

のぞみ 58 号 18：06 → 20：06 20：18 

のぞみ 62 号 18：50 20：33 20：49 21：01 

のぞみ 64 号 19：15 → 21：08 21：20 

ひかり 444 号 21：09 23：02 23：19 23：32 

 

※指定列車に乗り遅れた場合、後続の列車はご利用いただけません。 

ホテル外観：イメージ  大浴場：イメージ  

ホテル白菊 
旅館の温かい心遣いとホテルの
スマートさを併せ持つ上質の 
お宿。豊富な湯量と解放感あふ
れる広いお風呂はもちろん、大
分の食材を活かした料理をご堪
能下さい。 


