
日帰り

1泊2日

※

9,300円

9,700円 9,500円

円
円

28,800
29,800

日帰り 食

日帰り 謎

1泊2日 悠

食歴謎悠
2021年
12月

2022年
2月

大阪発着

定員の7割まで ・ 
他のお客様と相席はありません

バスでは換気を
十分に行います

手指消毒 ・ マスクを
徹底します

写真提供：堺市

写真提供：府立近つ飛鳥博物館

めぐって味わうめぐって味わう

世界遺産の古墳
も堪能！

文化に触れる
1泊2日のゆったり旅

世界遺産の謎を解く
！

Bコースなら、
普段は

一般公開していない
豊臣期の石垣を

見学！

日本旅行の感染症対策の取り組み

仁徳天皇陵古墳
（空撮 イメージ）

A・B・C・D
コース

大阪城
（イメージ）

A・Bコース

水野鍛錬所
（刃物作り見学 イメージ）

Dコース

日帰り3コース & 宿泊1コース の充実の4コース！

旅行代金

お1人様／大人・子供同額

お1人様／大人・子供同額

旅行代金 旅行代金

お1人様／大人・子供同額

旅行代金

お1人様／大人・子供同額（2名1室利用）

大阪三昧大阪三昧
バスの旅バスの旅

近つ飛鳥
博物館
（外観イメージ）

C・Dコース

～～
旅行代金：お1人様（大人・子供同額）

旅行代金：お1人様（大人・子供同額）
　　　　    2名1室利用 土曜発

Bコース

Dコース

Aコース

Bコース

Cコース

Dコース

平日発

土曜発

百舌鳥古墳群と秀吉・利休の軌跡を巡る百舌鳥古墳群と秀吉・利休の軌跡を巡る

歴史探訪歴史探訪 日帰り 歴

秀吉の大阪城見学と利休の茶の心に触れる！秀吉の大阪城見学と利休の茶の心に触れる！ 世界遺産 百舌鳥･古市古墳群で
謎を解明せよ！ 
世界遺産 百舌鳥･古市古墳群で
謎を解明せよ！ 

リアル謎解き体験リアル謎解き体験
世界遺産と文化に触れる！世界遺産と文化に触れる！
百舌鳥･古市古墳群と南河内
堺の文化を堪能する1泊2日の旅
百舌鳥･古市古墳群と南河内
堺の文化を堪能する1泊2日の旅

ゲコ亭
（料理 イメージ）

Aコース

通常予約できな
い

行列のできる名
店で昼食

謎
悠

歴

食

大阪府
大阪周遊
促進事業

銀シャリ屋

大阪・
堺地元
大阪・
堺地元グルメグルメを味わう

1日
を味わう
1日

9,3009,300円円
29,80029,800円円

ワクチン接種歴又はPCR検査等で陰性であることが確認できた方対象ツアーワクチン接種歴又はPCR検査等で陰性であることが確認できた方対象ツアー
※詳細はP.1をご覧ください。



食歴謎悠

地下に埋まっている
豊臣期の石垣を井戸の上から
特別にご覧いただけます！
専用ガイドがじっくり
ご案内します！

9,3009,300円円
出発日 赤枠は2名催行

12月
4日（土）･5日（日）･11日（土）
12日（日）･18日（土）･19日（日）

25日（土）･26日（日）

1月
8日（土）･9日（日）･15日（土）
16日（日）･22日（土）

23日（日）･29日（土）･ 30日（日）

PO I N T
通常は予約できない
名店ゲコ亭を優先案内！

利休生誕の地“堺”の茶室で
お茶と和菓子をご賞味！

堺の老舗の和菓子の
お土産付き！

PO I N T
大阪城豊臣期の
石垣特別公開！※

NPO日本文化体験交流塾
人気ガイドが同行します！

利休のふるさとの
老舗で昼食！

食べる ・ 観る ・ 学ぶ！ あなたにピッタリの旅をみつけてください！

※さかい利晶の杜の茶室が閉鎖の場合は代わりに「伸庵」にご案内します。
※裏表紙の「ご案内（全コース共通）」及び、旅行条件を必ずお読みください。

大阪･梅田発（9：30集合／10：00出発）＝＝◎大阪城（天守閣・ミライ
ザ大阪城のご見学）＜約100分＞＝＝《昼食》銀シャリ屋 ゲコ亭＜約
60分＞＝＝〇百舌鳥古墳群ビジターセンター・〇仁徳天皇陵古墳
＜2か所で約60分＞＝＝◎さかい利晶の杜（茶室にて堺伝統の和菓
子を堪能）＜約75分＞＝＝大阪･梅田着（17：30頃）

食事

－

昼

－

日
帰
り

日　程 （◎入場観光　〇下車観光　＝＝バス）

お1人様 / 大人・子供同額

お1人様 / 大人・子供同額

大阪の魅力を味わう

４つのコース
ラインナップ！
４つのコース
ラインナップ！

※大阪城専用ガイドの案内は、人数により複数の組に分かれてご案内する場合があります。
※裏表紙の「ご案内（全コース共通）」及び、旅行条件を必ずお読みください。

大阪･梅田発（8：00集合／8：30発）＝＝◎大阪城（天守閣と石垣のご見
学）＜約100分＞＝＝《昼食》つぼ市製茶本舗（老舗茶舗にて「お茶料理
と茶粥」の昼食）＝＝◎さかい利晶の杜＜約60分＞＝＝◎南宗寺（利
休ゆかりの寺）＜約45分＞＝＝〇百舌鳥古墳群ビジターセンター・〇
仁徳天皇陵古墳＜2か所で約60分＞＝＝大阪･梅田着（16：45頃）

日
帰
り

日　程 （◎入場観光　〇下車観光　＝＝バス）

銀シャリ屋 ゲコ亭（料理イメージ）

全出発日
共通

全出発日
共通

最少催行人員

赤枠出発日は
2名様

各出発日

20名様

最少催行人員

赤枠出発日は
2名様

各出発日

25名様

仁徳天皇陵古墳（イメージ）写真提供：堺市 お茶と和菓子（イメージ）百舌鳥古墳群ビジターセンター（イメージ）
写真提供：堺市

大阪城（イメージ）

ガイド（イメージ） 南宗寺（イメージ） 
写真提供：堺観光コンベンション協会

つぼ市製茶本舗（外観イメージ）

つぼ市
製茶本舗
（料理イメージ）

2月
5日（土）
 6日（日）
19日（土）

12月
4日（土）・5日（日）
11日（土）・12日（日）
19日（日）・25日（土）

1月
8日（土）･9日（日）

15日（土）･16日（日）･22日（土）
29日（土）･30日（日）

メシ炊き名人と呼ばれる
ご主人がこだわりのごはん
とおかずをご用意。

大衆食堂のような下町の
趣のある店内でどうぞ。

食事

－

昼

－

秀吉の大阪城見学と利休の茶の心に触れる！秀吉の大阪城見学と利休の茶の心に触れる！

日
帰
り

百舌鳥古墳群と秀吉・利休の軌跡を巡る百舌鳥古墳群と秀吉・利休の軌跡を巡る

歴史探訪歴史探訪
豊臣期
石垣

特別公開！※

Aコース 食

Bコース 歴

出発日 赤枠は2名催行

世界遺産 百舌鳥・古市古墳群の百舌鳥エリアを訪ねます※普段は一般公開
　していない場所です。

旅
行
代
金

旅
行
代
金

人気ガイ
ド

同行！

9,7009,700円円

行列
できる名店

が

「ゲコ亭」
でご昼食！

銀シャリ屋
ゲコ亭

（外観イメージ）

【参加条件】※本事業は大阪府の実施する「大阪周遊促進事業」です。
アンケートにご協力いただきますので、予めご了承の上、お申込みください。

ミライザ大阪城（イメージ）
歴史的な建物を使ったショッピング＆レストラン施設

大阪・堺地元大阪・堺地元グルメグルメを味わうを味わう
1日1日日帰り

●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。
●お申込み時点で左記の条件を満たしている必要はあ
りません。出発当日に集合場所で参加条件を確認させ
ていただきます。確認でき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
いただきます。スタッフも、新型コロナワクチン2回接種
済又はPCR検査陰性者が同行します。
●当日受付時に回収する健康チェックシートで新型コロ
ナウィルス感染又は濃厚接触の疑いがある場合はワ
クチン2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。
●詳しい説明は最終日程表等と一緒に後日お渡しする
「ツアー参加条件書」をご覧ください。

ご本人を確認できる公的
身分証明書（マイナンバー
カード、運転免許証、パス
ポート、健康保険証等）

最終日程表等と一緒に後日送付
する健康チェックシート。

❶

❷

❸

〈注意事項〉

新型コロナワクチン2回接種済証
（接種済証、接種記録書又は市町

村発行の証明書）又は
PCR検査等の結果通知
（参加時の3日前以降のも
の）（コピー・写真可）

新型コロナワク
チンの2回目接
種を14日以上
前に済まされて
いる方、又は出

発3日前以降のPCR検査等
（※PCR検査の他、抗原定量
検査のみ対象。抗原定性検査
は対象外。）で陰性であること
が確認できた方。※12歳未満
の子どもは、保護者・引率者同
伴であれば、検査を受けるこ
となく、ご参加いただけます。

ツアー参加条件ツアー参加条件 当日の参加条件確認当日の参加条件確認

ワクチン接種歴又はPCR検査等で陰性であることが確認できた方対象ツアーワクチン接種歴又はPCR検査等で陰性であることが確認できた方対象ツアー



円円29,80029,800

9,5009,500円円
お1人様 / 大人・子供同額

全出発日
共通

最少催行人員

赤枠出発日は
2名様

各出発日

25名様旅
行
代
金

土曜発

PO I N T
堺市内のホテルで

1泊するゆったり滞在旅！！
仁徳天皇陵古墳と
津堂城山古墳を見学！

水野鍛錬所で
刃物作りの見学！

ホテル アゴーラ
リージェンシー 大阪堺

ご
宿
泊

歴史ある堺のまちに建つアーバンホテル。
“とびっきりの今を過ごす人が集う場所”で
あり続けることを意味する名で、南海本線堺駅直結の立地抜群のホテルです。

 1人部屋
追加代金
2,000円

1人部屋
追加代金
3,000円

PO I N T

謎解きをしながら
世界遺産を知る！

謎が解けた
参加者には抽選で
古墳グッズが当たる！

百舌鳥・古市古墳群の
両エリアを巡ります！

仁徳天皇陵古墳
（イメージ） 
写真提供：堺市

はにわ弁当（イメージ）

津堂城山古墳（イメージ） 堺市博物館 CGシアター
（イメージ）

※ワインを飲めない方（未成年を含む）には、ぶどうジュースを提供します。
※裏表紙の「ご案内（全コース共通）」及び、旅行条件を必ずお読みください。

※夕食付プランは
夕1回追加

※

叡福寺（外観イメージ）
写真提供：叡福寺

写真提供：堺市

※謎解きのキットをお1人様１つ、車内でお配りします。
※謎解き正解者が多数の場合は、抽選にて「古墳グッズ」当選者を決めさせていただきます。
※裏表紙の「ご案内（全コース共通）」及び、旅行条件を必ずお読みください。

大阪･梅田発（8：30集合／9：00発）＝＝◎近つ飛鳥博物館＜約60
分＞＝＝◎叡福寺＜約30分＞＝＝《昼食》河内こんだハニワの里・
大蔵屋（「はにわ弁当」の昼食）＜約60分＞＝＝応神天皇陵古墳（車
窓）＝＝〇津堂城山古墳＜約30分＞＝＝〇仁徳天皇陵古墳・◎堺
市博物館＜2か所で約60分＞＝＝大阪･梅田着（16：30頃）

日
帰
り

日　程 （◎入場観光　〇下車観光　＝＝バス）

出発日 赤枠は2名催行

1月
8日（土）･9日（日）･15日（土）･16日（日）
23日（日）･29日（土）･30日（日）

2月
5日（土）･6日（日）･13日（日）
19日（土）･20日（日）

大阪･梅田発（8：30集合／9：00発）＝＝◎近つ飛鳥博物館＜約60分
＞＝＝◎叡福寺＜約30分＞＝＝《昼食》河内ワイン館（ワイン製造工
程見学・創作和食の昼食とワイン）＜昼食も含め約120分＞＝＝〇津
堂城山古墳＜約30分＞＝＝ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 泊

ホテル（10：45発）＝＝◎さかい利晶の杜＜45分＞＝＝〇水野鍛錬所
＜約45分＞＝＝《昼食》つぼ市製茶本舗（老舗茶舗にて「お茶料理と
茶粥」）＝＝〇百舌鳥古墳群ビジターセンター・〇仁徳天皇陵古墳・
◎堺市博物館＜3か所で約100分＞＝＝大阪･梅田着（16：45頃）

１
日
目

２
日
目

日　程 （◎入場観光　〇下車観光　＝バス）

出発日
赤枠は2名催行

1月14日（金）
1月28日（金）
2月4日（金）

1月22日（土）
2月12日（土）

近つ飛鳥博物館
外観（イメージ）
写真提供：
府立近つ飛鳥博物館

近つ飛鳥博物館
内観（イメージ）
写真提供：府立近つ飛鳥博物館

なぞときチャレンジ
（イメージ）

平日発

除菌アート「花つくばい」
（イメージ）手指のアルコー
ル除菌をしながら、アート体
験をお楽しみいただけます。

ホテル アゴーラ 
リージェンシー 大阪堺
（外観イメージ）

河内ワイン館
創作和食
（イメージ）

食事

－

昼

－

食事

－

昼

－

朝

昼

－

世界遺産 百舌鳥･古市古墳群で謎を解明せよ！ 世界遺産 百舌鳥･古市古墳群で謎を解明せよ！ 

リアル謎解き体験リアル謎解き体験
大阪初の
世界遺産！
大阪初の
世界遺産！

日帰り Cコース 謎

Dコース 悠

1泊2日

世界遺産と文化に触れる！世界遺産と文化に触れる！
百舌鳥･古市古墳群と南河内
堺の文化を堪能する1泊2日の旅
百舌鳥･古市古墳群と南河内
堺の文化を堪能する1泊2日の旅

クフ王ピラミッド、
始皇帝陵と並び

世界三大墳墓である
日本最大の前方後円墳。

一
度
は
見
た
い
！

鞴（ふいご）のある古い工房で
包丁・日本刀鍛造をしています。

堺の文化を
学んでいただきます。

安藤忠雄設計の
デザインが

魅力の博物館！

円円28,80028,800旅
行
代
金

旅
行
代
金

バスツアーで古墳巡りにやってきたあなた。
そこであなたが出会ったのは̶̶なんと、喋るハニワだった!?
彼（？）は、眠りすぎていて昔のことを忘れてしまったらしい。
ハニさんと古墳の謎を解き、彼が生きていた時代の記憶を取り戻そう！

ハニワのハニさん～古墳のヒミツと無くした記憶～

謎解きポイントで問題をクリアして
キーワードを集める。

正解を導き出したら成功！

なぞとき チャレンジ！

お1人様（2名1室）/大人・子供同額

お1人様（2名1室）/大人・子供同額

河内ワインの
製造工程見学と
昼食時ワイン付き！

ワイン付き！

最少催行人員

赤枠出発日は
2名様

各出発日

10名様

水野鍛錬所刃物作り
（イメージ）

お部屋（イメージ）

＜夕食付プラン 裏表紙参照＞ アートミールをご用意。 

 お1人様 / 大人・子供同額 7,000円「TREE ART MEAL BOX」の
夕食プラン追加代金 ※詳細は裏表紙をご参照下さい。



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
の部第２９条別表第二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定められた変更
補償金をお客様に支払います。
尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価
値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

８、個人情報の取扱い
（１）株式会社日本旅行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、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑦アン
ケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のため、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。なお、土産物店への個人情報の提
供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご
出発の10日前までにお申し出ください。
（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。共同利用する個人情報は、当社個人情
報保護管理責任者が責任を持って管理します。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。
（４）当社は個人情報の取扱を委託することがあります。
（５）お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求
を行うことができます。問い合わせ窓口は訂正のみ販売店、それ以外はお客様相談室で
お受けいたします。
（６）一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目な関連するサービ
スについては、適切に提供できないことがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長）問い合わせ先窓口：本社お客様相談室
電話：０３-６８９５-７８８３ ＦＡＸ：０３-６８９５-７８３３
E-Mail：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間： 平日 ０９：４５～１７：４５（土・日曜・祝日、年末年始休業）

９、旅行条件の基準
このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、２０２１年10月15日現在を基準とし
ています。

４、取消料
お客様は、次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。

（１）お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合は、旅行代
金全額に対して取消料が適用されます。

５、当社の免責事項
お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。
ただし、当社又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明されたときはこの限りで
はありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中
止②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害③運送・宿泊機関等の
サービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④
官公署の命令によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食
中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又は、これら
によって生ずる旅行日程の変更も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急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体また
は手荷物に被られた一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償
金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。

【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１２条の５に定める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上、お申込みください。
尚、「国内募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ httpｓ://www.nta.co.jpからもご覧いただけます。ご旅行条件（要約）【国内旅行の場合】

この旅行は、㈱日本旅行（以下「当社」といいます）
が企画･実施する旅行であり、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、
旅行代金の全額を添えてお申込みください。旅行代
金、取消料、または違約料の一部または全部として
取り扱います。
（２）契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金
を受理した時に成立いたします。
（３）団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者と
して契約の締結及び解除に関する取引を行います。
（４）旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさ
かのぼって（日帰り）8日前・（1泊2日）14日前までに
お支払いいただきます。
（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
着した時に成立します。

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（日帰り）7日前・（1泊2日）
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
(1)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、消費税等の諸税及
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、空港施設使用
料等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれ
ません。

旅行契約の解除期日 取消料
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

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%

安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で
保険をおかけになることをおすすめいたします。

国内旅行傷害保険加入
のおすすめ

ご案内（全コース共通）
● 添乗員について…全行程同行いたします。（自由行動時を除く）
● 全行程貸切バスを利用いたします。
● 利用ホテル（Dコースのみ）：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 ●交通機関について…同一グループ、同一発着のお申し込

みとなります。

★ワクチン2回接種完了又はPCR検査（抗原検査）陰性で
あることが参加条件となります。（詳細P.1参照）

●お申し込み最終締切…ご出発の（日帰り）11日前・（1泊2
日）17日前まで予約を受け付けます（ただし11日前・17日
前が土・日・祝日にあたる場合はその前の平日が最終締
切日となります。）
●集合時間・集合場所・出発時間…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。
●告知日には満席になっている場合がございます。予めご了承ください。
●お客様の安全の為、車中は必ずシートベルトを着用ください。
●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。

●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。

●各観光施設の営業時間や休館日は、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。

●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。

●＜追加プランについて＞追加でお申込みいただけるプラ
ンは、当社が企画・実施する募集型企画旅行の一部とな
り、本体ツアーと同様取消料の対象となります。

●お子様のご参加について…子供は大人と同額にて、ご参
加いただけます。幼児の参加についてはお問合わせくだ
さい。

（株）日本旅行では日本旅行業協会策定の「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、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。

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60～120分毎に
休憩、下車観光いたしますので、その際に喫煙いただけます。

【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。

【大阪･梅田発着バスツアー主要取引バス会社】
西日本JRバスサービス/西日本JRバス/阪急観光バス/近畿都島観光バス
※すべて公益社団法人日本バス協会加盟のバス会社となります。
※当日利用のバス会社名は最終日程表に記載させていただきます。

ご旅行に
際しての
お願い マスクの着用とご旅行

当日の検温の実施を
ご協力ください。

こまめな手洗いと
手指の消毒を行って

ください。

お客様同士の
間隔の確保を

心がけてください。

各施設が取組んでいる
感染予防取組みにご協力
ください。　　　　　※アンケートなど

ARで観光スポットをチェックしてみよう！

ARアプリ
「COCOAR2」の
アプリのインストール
（無料）
QRコードからインストールいただくか、「App Store｣または
「Google Play」で「COCOAR2」を検索！

パンフレット

「COCOAR2」を起動して本パンフレット
にかざすと立ち寄り観光スポットの紹介
動画が流れます。

STEP1 STEP2

① 集合時に健康申告書をご提出いただき、検温させていただきます。
　 該当症状がある場合や、体温が37.5度以上の方はご参加をお断りいたします。
② ツアーご参加中は必ずマスク類をご着用ください。
③ 各施設に消毒薬をご用意しています。随時手指の消毒をお願いします。
④ バスや食事会場での座席の移動はご遠慮ください。
⑤ 行程中の機関・施設・店舗等は業界ガイドラインに則した対応を講じています。

追加
代金 7,000円 お1人様

大人・子供同額
※各自お部屋でお召し上がりください。 ※食材の仕入れ状況などにより一部変
更になる場合がございます。 ※下記＜追加プランについて＞をご覧ください。

星付フレンチで修行を積んだシェフが開発し
た、前菜2種、メイン2種、デザート2種の合計6
つのミールボックス！ARと一緒に楽しむ前菜や、
映像とともに堪能するメイン料理など、バーチャ
ルで疑似体験できるVR映像付き！

Dコースご参加のお客様対象

ミールボックス（イメージ）
アートミール
（イメージ）

「TREE ART MEAL BOX」の夕食プラン「TREE ART MEAL BOX」の夕食プラン

● 旅行企画･実施 

西メディア 21-10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ください。

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
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4号
大阪駅前第4ビル24階 ※ 土･日･祝休業（年末年始12/29～1/4は休業）

0570-081717
● お問合わせ・お申し込みはこちらへお電話ください

https://www.nta.co.jp/shop/mtc/

● 検索サイトからは、 日本旅行　メディア

お申込みはコチラ

でクリックOK!

メディアトラベルセンター

【受付時間】 月～金10:00～17:00
総合旅行業務取扱管理者：福田 豊


