
大阪日帰りツアー

※旅行代金には諸税・サービス料等が含まれています。

’226.6 ’226.30

フリープラン・コースコード
※取り扱いはお申し込み店舗、利用プラン・施設により異なります。

3620881関　西

コースコード○自予  
○エスコート  B券3620881-001○手3  （引換不要）

出発日 6/6（月）～30（木）

コース

旅行代金（おとなお一人様）
キャンペーン適用前 キャンペーン適用後

OSAKA SKY VISTA（●うめだルート）/大阪駅JR高速バスターミナル発（11：30集合/11：40発）=
車中から大阪の名所をお楽しみください（約60分）=大阪駅JR高速バスターミナル着（12：40着）
…（徒歩約5分）…ホテルグランヴィア大阪にてランチ（平日13：00スタート～15：00※土・日は13：30スタート）…各自解散

ホテルグランヴィア大阪のランチと
2階建てオープンデッキバス「OSAKA SKY VISTA」

A
コース

9,500円 5,000円
2,000円

旅行代金に含まれるもの：
ホテル昼食代＋オープンデッキバス「OSAKA SKY VISTA」乗車料

「大阪いらっしゃいキャンペーン2022」適用プラン

イメージ（H）

19F/フレンチレストラン「フルーヴ」

19階の高層階にあるメインダイニングで実力派シェフが作りあげる
絵画のような本格フレンチをお楽しみください。

■利用会社：近鉄バス
※バスの乗り場案内・運行ルートは裏面をご覧ください。
※道路状況等により延着する場合があります。※荒天時は運休となる場合があります。
※3才以下のお子様はご乗車いただけません。※座席は指定席となります。

大阪の名所を一望できる屋根のない観光バス
360度の大パノラマで、大阪の見どころをたっぷりと
満喫することができます。 ※献立は一例となり、食材仕入状況により内容が変更となる場合があります。予めご了承ください。

【献立一例】
・前菜
・スープ
・魚料理
・肉料理（牛フィレ肉）
・デザート
・パン
・コーヒー

ホテルグランヴィア大阪

北

バスガイド付

●添乗員の同行しない
　個人旅行です。
●最少催行人員1名

販売店
の方へ

給付金
適用後

付与クーポン

乾杯用スパークリングワイン1杯付

ワクチン接種歴3回又は
PCR検査等で陰性である
ことが確認できた方対象

大阪府民・滋賀県民・京都府民・兵庫県民・
奈良県民・和歌山県民の方限定！

当プランはおとな代金のみの設定となり、
こども代金の設定はございません。

※3日前までにお申し込みください。
※システム予約後、バウチャー券と一緒におおさかPAYクーポン発行と参加同意書をお渡しください。
〈在庫満の場合〉※手配後、MS入力要
①OSAKA SKY VISTAは下記へ電話予約後、発生手配登録。
　近鉄高速バスセンターⓉ0570-00-1631（9：00～18：00）
②ランチは右記へ電話予約後、発生手配登録。「フルーヴ」Ⓣ06-6347-1437

α発券不可

コースコード○自予  
○エスコート  B券3620881-002○手3  （引換要）

出発日 6/8（水）・10（金）～12（日）・14（火）・15（水）・17（金）～19（日）・21（火）・22（水）・24（金）～26（日）・28（火）・29（水）
コース

旅行代金（おとなお一人様）
キャンペーン適用前 キャンペーン適用後

大阪水上バス「アクアライナー」/大阪城港発（10：45集合/11：00発）～大阪城や中之島周辺をめぐります（約40分）
～大阪城港着（11：40着）…（徒歩約10分）…ホテルモントレ ラ・スール大阪にてランチ（12：00スタート～14：30）…各自解散

ホテルモントレ ラ・スール大阪のランチと
大阪水上バス「アクアライナー」

B
コース

9,500円 5,000円
2,000円

旅行代金に含まれるもの：
ホテル昼食代＋大阪水上バス「アクアライナー」乗船料+スパ入浴券（1回）

イメージ（H）

15F/日本料理「隨縁亭」 ※水曜日以外

日本料理「隨縁亭」（水曜日以外）又は中国料理「彩雲」（水曜日のみ）で
ゆったりランチをお楽しみください。

■利用会社：大阪水上バス株式会社
■引換場所：大阪水上バス乗船券売り場（水上バスのりば「大阪城港」）
　　　　　 ※乗降場所・運行ルートは裏面をご覧ください。
※河川の状況により運休またはコース変更する場合がございます。
※座席は船内指定席となります。

船の正式名称は「なにわ」。低い橋もくぐれるように、
天井が30cm下がる仕組みも搭載！
川面からの大阪散策をお楽しみください。 ※献立は一例となり、食材仕入状況により内容が変更となる場合があります。予めご了承ください。

【献立一例】
・先付
・向付
・天ぷら三点
・焚合
 （季節野菜炊合せ）
・天ぷら三点
・御飯
 （天茶漬又は天むす）
・水菓子
 （デザート盛合せ）

ホテルモントレ ラ・スール大阪

販売店
の方へ

給付金
適用後

付与クーポン

2F/中国料理「彩雲」 ※水曜日のみ 【献立一例】
・彩雲オードブル
・香ばしく揚げたニンニクと
地鶏入り澄まし蒸しスープ
・シェフのスペシャリテ
・麻辣焼売
・本日の飲茶
・角煮の黒酢すぶた
・むき海老のチリソース
蒸しパン添え
・南高梅と海鮮入り
チャーハン
・マンゴープリンココ
ナッツミルク掛け

※3日前までにお申し込みください。※システム予約後、バウチャー券と一緒におおさかPAYクーポン発行と参加同意書をお渡しください。
〈在庫満の場合〉※手配後、MS入力要
①水上バスは右記へ電話予約後、発生手配登録。大阪水上バスⓉ06-6942-5511（10：00～16：00）
②ランチ（2店舗より選択）は右記へ電話予約後、発生手配登録。「ホテル代表」Ⓣ06-6944-7111

α発券不可

16F天然温泉
「スパ・トリニテ」
入浴券付（1回）
※ホテルレストランにて
　お渡しとなります。

※写真は全てイメージです。（H）

※写真は全てイメージです。（H）

当社では日本旅行業協定策定の「旅行業
におけるコロナウイルス対応ガイドライ
ン」に基づき適切な衛生管理と感染防止
に努めております。また、当パンフレット
掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業
種によるガイドラインに準じた機関・施設
を利用しています。

※「隨縁亭」は水曜日以外、「彩雲」は水曜日のみの設定となります。

※詳細は裏面をご覧ください。

※「大阪いらっしゃいキャンペーン2022」適用には条件があります。詳細はこちら➡

（ランチ必須選択要）



共通のご案内　◎特に記載のない場合は下記の取り扱いとなります。

◎その他、詳しくは係員までご相談ください。

パンフレットの見方とご案内〈必ず、お読みください〉

【特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて】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。

安心プラン 国内旅行傷害保険 7日間まで、わずか1,000円で安心旅行 旅行中の思いがけないケガ、賠償責任、盗難事故などワイドな補償でお応えします。
楽しいご旅行に国内旅行傷害保険をご用意ください。※一部取り扱いのできない販売店がございます。

赤西3620881旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）での取引き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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

１.募集型企画旅行契約
（１）赤い風船は（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。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、インターネット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、予約のお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、当社らがお申し込みを承諾する通知を発
し、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
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（取消料）
（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。
（2022年12/31、2023年1/1、4/29～5/5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、2022年12/31、2023年1/1、4/29～5/5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（以下「販売店」といいます。）を指して当社らといいます。

ア.当社らは、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旅行の安全管理のため、⑤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の手続きのため、⑥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、⑦旅行参加後のご意見やご感想のお願いの
ため、⑧アンケートのお願いのため、⑨特典サービス提供のため、⑩統計資
料作成のため、に利用させていただきます。
イ.当社らは、取得した購買履歴やWEBでの閲覧履歴等の情報を分析して、
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ご案
内及び広告の表示のために利用させていただきます。
（2）上記ア.②、③、④の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、

クレジットカード情報、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店、当該クレジット
会社等に書類又は電子データーにより、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（https://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2022年4月１日を基準としています。また旅行代金は2022年6
月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

〈受託販売〉●赤い風船のお問合わせ・お申し込みは下記へ。

22.4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。赤い風船旅行条件書

コースと乗り場のご案内

共通のご案内 お申し込み店舗よりお渡しした「大阪いらっしゃいキャンペーン2022」参加同意書への記入にご協力ください。（参加者全員必ずご記入ください。）
参加条件を満たしていない場合は「大阪いらっしゃいキャンペーン2022」の適用はできません。

ご案内 ※バス乗車時間の10分前までに乗車場所へお越しください。※交通規制等により、運行ルートを変更する場合があります。
※雨が予想される際はレインコートを無料で配布いたします。※最新運行状況は近鉄バスホームページ等でご確認ください。

OSAKA
SKY VISTA
乗り場

交通

写真はイメージです。（写真提供：Ⓒ（公財）大阪観光局
※あべのハルカス、グランフロント大阪、JR大阪駅、中之島フェスティバルタワーを除く）

ホテルグランヴィア大阪のランチと
2階建てオープンデッキバス「OSAKA SKY VISTA」A

コース

※当プランは「●うめだルート」
　となります。
※下車後、ホテルグランヴィア大阪
　レストランへランチ開始時間までに
　お越しください。

北

●いずれも、旅行代金には「サービス料・消費税等諸税」が含まれています。●添乗員・現地係員の同行しない個人旅行です。この
ご旅行では約款に定める旅程管理は行いません。ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたしますので、ご旅行中の諸手続きはお
客様ご自身で行っていただきます。●最少催行人員：1名様（おとな1名様よりお申し込みを受付。）●旅行開始後のお客様都合に
よる旅行中止の場合、未使用部分についての払い戻しは一切できません。（運休・欠航等による場合はこの限りではありません。）
●ご旅行日程中、当社による交通機関、オプショナル等の手配が全く行われていない期間にお客様が被った損害については当社
約款に基づく補償金等の支払い対象になりません。
【日帰りプランについて】●原則、同一グループは同一プラン・同一メニューにてお申し込みください。（一部人数でのプランの変更
はできません。）※一部人数でのプラン変更が可能な場合はその旨明記しています。●プラン、利用日によりご用意した在庫数に限
りのある場合があります。●こども旅行代金は原則として小学生のお子様に適用となりますが、当プランはおとなと同額になります。
【当社企画実施のバス利用のツアーについて】●道路交通法改定に伴う当社安全基準の見直しにより幼児（３～６才小学生未
満）もバスの座席を確保しての参加を義務付けさせていただいています。それに伴い幼児料金の取り扱いが下記のとおりとなりま
す。 ・バス座席を確保して有料で参加の幼児の場合、ツアー中のバス座席以外（宿泊・ＪＲ座席など）の提供はございません。※旅
行中の食事など、全てのサービス提供を希望される方は「おとな代金」にてお申し込みください。
【本パンフレットに記載している写真・マーク表示・情報・その他について】●風景写真については、撮影時期の関係で実際とは情
景が異なることがあります。●花・紅葉の見頃は天候により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。●パンフレット掲載
の観光情報は2022年6月資料に基づいて作成しておりますが、営業日、営業時間、料金等予告なく変更になる事があります。ご出
発前に確認の上お出かけください。●一部インターネット予約ができないプランもあります。

●PCR検査等の検査代金は旅行代金に含まれておりません。検査費用はお客様負担となりますの
で予めご了承ください。●お申し込み時点で上記の条件を満たしている必要はありません。出発
当日参加条件を満たさない場合は旅行契約を解除していただき、この場合、旅行代金の50％の取
消料を申し受けます。●新型コロナウイルス感染又は濃厚接触の疑いがある場合はワクチン接種
3回接種済、PCR検査等の検査結果が陰性であることにかかわらず、ご参加できません。●当プラ
ンは新型コロナウイルス感染症の感染状況等により予告なく販売中止する場合があります。●詳
細は「大阪いらっしゃいキャンペーン2022」公式ホームページにてご確認ください。

新型コロナワクチン3回接種済
証（接種済証、接種記録書）（コ
ピー・写真・アプリ可）又はＰＣＲ
検査等の結果通知（検査機関
が発行したものに限る。セルフ
チェックは対象外。）（メール等
の結果通知・コピー・写真可）。

ご本人を確認出来
る本人確認書類
（健康保険証、運
転免許証、マイナ
ンバーカード等）。

1 2
お申し込み時の参加条

件確認ツアー参加条件

新型コロナワクチンの3回目接種を
済まされている方、又は出発日前日
から起算して3日以内にPCR検査
（セルフチェックは対象外）・抗原定
量検査又は出発日前日から起算して
1日以内に抗原定性検査（簡易キッ
ト）で陰性であることが確認できた
方。※12歳未満の子どもは、同居の
保護者が同伴であれば、検査を受け
ることなく、ご参加いただけます。

JR大阪駅ノース
ゲートビル1階
JR大阪駅中央改札口
より徒歩約1分

交通

大阪駅JR高速バス
ターミナル/11：30集合
※バス係員にバウチャー券を
　渡してご乗車ください。

ホテルグランヴィア大阪
19Fレストラン「フルーヴ」/
13：00スタート
※土・日は13：30スタート
　　 JR大阪駅直結

関西企画・仕入センター
〒530-8341
大阪市北区芝田二丁目 4番 2 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

旅行企画・実施 

 
 

ご案内 ※水上バス乗船時間の15分前までに乗船券売り場へお越しください。※最新運行状況含め、詳細は大阪水上バスホームページ等でご確認ください。

ホテルモントレ ラ・スール大阪のランチと
大阪水上バス「アクアライナー」B

コース

大阪城港乗船券売り場/10：45集合
（水上バスのりば「大阪城港」）

JR大阪城公園駅下車、徒歩約3分

大阪水上バス
アクアライナー乗り場

交通

集合場所

ホテルモントレ ラ・スール大阪
レストラン/12：00スタート

JR京橋駅西口より徒歩約5分交通

昼食場所

イメージ（H）

水上バス
乗降場所

ホテルモントレ
ラ・スール大阪

イメージ（H）

※乗船券売り場にてバウチャー券をお渡しください。乗船券に引
き換えいたします。※下船後、ホテルモントレ ラ・スール大阪レス
トランへランチ開始時間までにお越しください。

ホテルニューオータニ大阪

昼食場所

集合場所

大阪いらっしゃいキャンペーン2022 検索詳細は

旅行代金
申込金

20,000円未満
5,000円以上

20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

50,000円以上100,000円未満
20,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上

旅行契約の解除期日 取消料
右記日帰り旅行以外 日帰り旅行

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％

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％

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

旅行開始後の解除
または無連絡不参加 当日 前日 2日前3日前4日前5日前6日前7日前 8日前～20日前
100％1～14名 50％ 20％ 無料
100％15～30名 50％ 20％ 無料
100％31名以上 50％ 30％ 10％


