
共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください   □催 2名 □添 同行しません。 □ガ 乗務します。 □バ 京福バス。 
※悪天候時には屋外での見学・散策行程がやむを得ず変更となる場合がございます。 ※当バスは出発時刻となりましたら発車いたしますので、乗り遅れのないようご注意ください。 

旅行代金には諸税・施設入場（体験）料・サービス料等が含まれております。4110047-011手7（コースNo.-     ）エスコートMe 4110047-901マル契コースコード フリープラン

個人旅行
●添乗員の同行しない個人旅行です。
●最少催行人員2名員2名

福井の魅力的な食文化や名所を
現地ガイドの案内で再発見！！
福井の魅力的な食文化や名所を
現地ガイドの案内で再発見！！
福井の魅力的な食文化や名所を
現地ガイドの案内で再発見！！

福井名産の油揚げや越前そばなど、福井ならではの“食”を堪能！1
古くから発酵文化が深く根付いた福井の酒蔵の見学で、ここでしか聞けない製造秘話も！？2
一乗谷朝倉氏遺跡の現地ならではの知識を現地ガイドがわかりやすくご説明します！3

コースのおすすめポイントコースのおすすめポイント

※当ツアーに参加されるお客様には、今後の福井県の観光資源の磨き上げ・誘客拡大のために詳細なアンケートにお答えいただきます。あらかじめご了承の上、ご参加ください。

最大15名様限定

日帰り
～あわらと福井を結ぶ観光周遊～～あわらと福井を結ぶ観光周遊～

コ スのおすすめポイントコ スのおすすめポイント

ふくいFUNバスふくいFUNバスふくいFUNバスJRで
行く

1/24・31、2/7・14
京阪神発着

イメージイメージ

谷口屋

イメージ

福井名物のふっくらとした厚さ
の油揚げと越前そばの昼食。

久保田酒造

イメージ

創業から約260年続く老舗酒造
を見学。

一乗谷朝倉氏遺跡一一一一 金閣寺や嚴島神社と同じく三重指定※を
受けた珍しい史跡をガイド同行で散策。
※三重指定とは、国の特別史跡、特別名勝、重要文化財の3つに
　指定されることです。

古く 発酵文化 深く根付 た福井 酒蔵 見学 、 聞けな 製造秘話も2
一乗谷朝倉氏遺跡の現地ならではの知識を現地ガイドがわかりやすくご説明します3

谷口屋
福井名物のふっくらとした厚さ
の油揚げと越前そばの昼食

久保田酒造
創業から約260年続く老
を見学

悠久の歴史と育まれた文化を満喫！約4時間

■　　　　  基本代金［おひとり様 普通車・指定席］
設定日 日帰り

1月24日（月）・31日（月）
2月7日（月）・14日（月）

9,800円
5,800円

おとな

こども

■旅行代金■旅行代金
　大阪・新大阪発着
　普通車指定席利用/
　おとなおひとり様

イメージイメージ イメージイメージ

とり様 普通車・指定席］
設定日 日帰り

/
様 9,800円9,800円9,800円

基本代金旅行代金（おひとり様） ＋ ＝ JR利用差額代金JRセットプランのご案内

復路
往路 サンダーバード5・7・9号

サンダーバード36・38・40号

■ご利用可能列車のご案内（下記列車以外はご利用いただけません。）特指 特指神戸・三ノ宮 大阪 新大阪・京都普

えちぜん鉄道
（所要時間 約42分）

普通車・自由席
［お客様負担 おとなおひとり様680円］

（約40分）
一乗谷朝倉氏遺跡

（昼食/約60分）
谷口屋

（見学と試飲/約35分）
久保田酒造

福井

あわら湯のまち駅
×
昼
×日

帰
り

サンダーバード号

特指特指 普
サンダーバード号

（10：50出発）

■JRセットプラン行程表  JR（発手）○契

芦原温泉街
（温泉街を知り尽くす現地ガイドと散策/約20分）

福井あわら湯のまち駅
（解散/15：45頃）

三ノ宮・神戸大阪京都・新大阪

注 意 新国内系で昼食素材を予約した後、ART引継操作をして、JR○乗車票の予約操作を行ってください。JR行程を予約する際には、○コース番号が必要となりますので、新国内系の予約台帳の選択可能一覧からJR検索条件の「素材グループ」
「乗車駅」「降車駅」を入力して○コース番号を検索してください。

契契

契

新型コロナウイルス感染症の影響等により、掲載内容に変更が生じて
いる場合（運休または増発・列車の編成変更等）があります。最新の情報
はJRホームページでご確認ください。

●途中下車はできません。●JRセットプランは2名様以上、往復同一行程でお申し込みください。●京阪神の発駅ゾーン 行程表の青エリアの発着駅 では京阪神エリア
を同一駅とみなしますので、2名様以上で同一列車利用ならそれぞれ大阪駅1名、神戸駅1名といった取り扱いができます。●有効日はご利用日当日限りです。

福井
利用駅

発着駅 大阪・新大阪京都 神戸・三ノ宮

－500 ±0 +500

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

（2022年1月1日現在）

※限定列車のみのご利用となり、他の列車はご利用いただけません。限定列車に乗り
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。

※こどもは半額

基本代金には、大阪・新大阪発着往復JR、ふくいFUNバス利用代金が含まれています。



21.1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。旅行条件書

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。

※ （株）日本旅行

新型コロナウイルス感染症拡大を予防する取組み
〈お客様へのお願い〉〇バス車内において、マスク着用や会話を控えめにして
いただくこと、混雑した時間帯のご利用を避けるなどへのご協力をお願いします。〇ご
旅行中はマスク着用や手洗い・うがいにご協力をお願いします。〇観光施設等ご利用
時などはお客様同士の間隔の確保にご協力をお願いします。〇施設により、入店時
に検温や体調の確認・手の消毒をご協力いただく場合がございます。各施設ごとに感
染拡大防止対策が異なります。各施設での取組みについては各施設のホームページ
等にてご確認ください。

当社（※）では日本旅行業協会策定の「旅行業における新型コロナウイ
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、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。

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〉

●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。●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】●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。
【こども旅行代金について】●こども代金は、小学生の方に適用いたします。●小学生未満のお子様でもJR座
席のご利用を希望される場合はこども代金が適用となります。未就学児のお子様のご参加はご遠慮ください。
【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。●パンフレット掲載の観光情報は2022年1月資料に基
づいて作成しておりますが、列車運行ダイヤ、営業日、営業時間、料金等予告なく変更になることがあります。
ご出発前に確認の上お出かけください。
●新型コロナウイルス感染予防のため､料理の提供方法が写真と異なる場合がございます｡あらかじめご了
承ください｡

【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。

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。）

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
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％

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％以上申込金

１.募集型企画旅行契約
（１）赤い風船・（ＷＥＮＳ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。

（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。

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、⑴お客様との間の連絡のため、⑵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、⑶旅行に関する諸手続のため、⑷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、⑸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⑵、⑶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（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2021年1月１日を基準としています。また旅行代金は2022
年1月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

ツアーのご案内 必ずお読みください。

●添乗員…添乗員は同行しません。福井駅⇔あわら湯のまち駅間は現地係員（バス乗務員）が同行します。
●最少催行人員：2名様（おとな1名様・こども1名様でもお申し込みいただけます）。
●交通機関について…他のツアーのお客様と混乗となる場合がございます。座席の配列により、グループ・カップル・ご家族の方であっても通路を挟んで並んだり、前後の座席に分かれるなど、隣席にならない
場合がございます。　
●催行中止について…最少催行人員に満たない場合、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼり、7日目に当たる日より前に催行中止とさせていただきます。
●お申し込み最終締切…ご出発の7日前までお申し込みいただけます。但し、ご出発日の7日前（土・休日を除く）で一旦締め切りますが、それ以降は、運行が決定している場合は4日前まで受け付けします。

■出発日

赤文字…入場又は乗物観光　青文字…下車観光　赤文字と青文字以外は車窓観光
aa JR線 ddバス ……徒歩又はお客様ご負担区間

食事条件／∫昼食 ƒ食事なし
特急列車ı

　 最少催行人員です　　
　 添乗員が同行するか同行しないかを記しています
　 バスガイドが乗務するか乗務しないかを記しています
　 貸切バス会社名です

●コースの行程に表示されている記号は次の通りです ●コースの注意事項に表示されている記号は次の通りです共通のご案内

私鉄線bb

車内禁煙

快適なご旅行を皆様がお楽しみいただけるよう、車内での
喫煙はご遠慮ください。なお、愛煙家のお客様は休憩、下車
観光の際に喫煙場所にて喫煙いただくようお願いします。

■マークの紹介

普通車・指定席指 普通列車（自由席）普

西J4110047

●営業時間 10：00～17：00  土・日祝も営業
　〒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  服部 亨 

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

株式会社  日本旅行
おとなびジパング予約ダイヤル
（おとなび・ジパング商品センター内）

※新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等により、営業日・休業日または
　営業時間が変更となる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。●お問合わせ・お申し込みは下記へ

「ふくいFUNバス」
のりばのご案内
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京福バス
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口
都
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今回のバスはこのあたりが
乗車場所となります。

JR福井駅 東口ロータリー
観光バス乗降場（10：50集合・出発）

※現地係員がお待ちしています。


