
募集人数 

40名 

出発日 

11/14 
(土) 

11/14 

（土） 

ツアースケジュール（宿泊プラン） 

 ※各自尾道港8:30集合    

                                                ★パワースポットで       ★日本遺産  

        貸切デッキ付観光船、船内では地元の案内ムービーを上映！   エネルギーチャージ        石切り場                    
   尾道港 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 仙酔島 ～～～～～～～ 北木島 ～～～ 
     9:00                                                                               10:00  11:00      12:00  13:30 
                                                                （昼食/弁当）        
        ★瀬戸内少年野球団のロケ地                                     ●2名1室利用 
  ～～～～～～～～ 真鍋島 ～～～ ～～～～～ 児島観光港 ============= 倉敷ロイヤルアートホテル【宿泊】   
            14:30 16:00                  17:30                                        18:30 
                                          食事条件：朝 × 昼 ○ 夜 × （×印の食事は各自） 

11/15 

（日） 

 
★朝は美観地区の    ★古き町並みを散策                                           ★日本遺産 
散策をお楽しみください    白壁や柳並木を巡る                          貸切バス       「ジャパンレッド」発祥の地 

  ホテル ・・・・・・・・・・・・・ 美観地区・・・・・・・・・・ ホテル ================ 吹屋ふるさと村 ========== 
                                                          10:15                                11:15        14:30 
                                                （昼食/ラフォーレ吹屋 にて） 
 
                                        ★コスモス畑と お買い物 
                            =========== 笠岡ベイファーム ======== 尾道港 
                                              16:30            17:00           18:00                         
 船 ～～～ 貸切バス ===                           食事条件：朝 × 昼 ○ 夜 × （×印の食事は各自） 
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瀬戸内島巡りの旅 
宿泊プラン  

※旅行代金からGOTOトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払実額となります。※別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。 
※給付金の受領について:国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領(代理受領）致しますので、 
お客様は旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。お客様は当社およびGoToトラベル事務局による代理受領について 
ご了承のうえお申込みください。※なお、取消の場合は、旅行代金を基準とし所定の取消料を申し受けます。 

【旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン準拠】 【GOTOトラベル事業支援対象】 
【高梁川流域連携中枢都市圏事業】 

旅行代金・給付額・お支払い実額・ 
地域共通クーポン 

おひとりあたり 
（２～3名1室利用） 

おひとりあたり 
（1名1室利用） 

旅行代金 20,000円 25,000円 

GoToトラベルキャンペーン  
給付金額 

7,000円 8,750円 

お支払い実額 13,000円 16,250円 

GoToトラベルキャンペーン 
地域共通クーポン 

3,000円付 4,000円付 旅行中にご使用いただける 
消毒液をご用意します。 

出発当日、検温を実施致します。37.5℃ 
以上の場合は、参加をご遠慮いただきます。 

当日、代表者様の身分証明書（住所が確認 
できるもの）をお持ちください。 

写真はイメージです 
©岡山県観光連盟 

コロナウイルス対策実施中！！ 

岡山・広島 
県民限定 

TEL:086-223-2031 
《電話受付》 月～金 9：30～17：30  
        （土・日・祝祭日休業） 

日本旅行 岡山支店 までお電話にて 
お申込 

2名1室宿泊お一人様お支払実額：¥13,000 
 

1名1室宿泊お一人様お支払実額：￥16,250 

デッキ付の船を利用して島々を巡ります。 
船上ではデッキに出て瀬戸内の風にあたったり、 

映画のロケ地の見学、地域ならではの日本遺産 
など見所満載！ 

 

（地域共通クーポン 3,000円付） 

（地域共通クーポン 4,000円付） 



安心してご旅行をしていただくため、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。 

◆ お問合せ・お申込み ◆ 

この旅行は、㈱日本旅行岡山支店（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、ご旅行代金を添えてお申込み下さい。 

     ご旅行代金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。 

(2)  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) 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7日前までにお支払いいただきます。 

   7日前以降にお申込みをされた方は、旅行当日に集金を行います。 

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2日 

  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、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。 

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、急激かつ偶然な外来の事故により、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29条別表二欄）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．個人情報の取り扱い 

（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、 宿泊機関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、当社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扱いに関する方針等についてはホームページ 

  （ http://www.nta.co.jp )でご確認下さい。 

（4） 当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的方法等によりお客様の個人情報 

   を提供します。なお、これらの事業者への個人情報の提供の「停止」を希望される場合は、お申込み 

   時にお申し出下さい。 

9．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2020年8月20日現在を基準としています。 

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、 
お申し込み下さい。 

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条に定める契約書面の一部となります。 

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》 

旅行契約の解除期日 取消料（お1人様あたり）  

① 旅行開始日の前日 
  から起算して 
  さかのぼって 
   

21日目に当たる日まで 無料 

20日目に当たる日以降 
8日目に当たる日まで 

旅行代金の20％ 

7日目に当たる日以降 
2日目に当たる日まで 

旅行代金の30％ 

③ 旅行開始日の前日 旅行代金の 40% 

④ 旅行開始日の当日 旅行代金の 50%      

⑤ 旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100%     

総合旅行業務取扱管理者   田島 健太郎 
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ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 日本旅行岡山支店 

 までお電話にて 
申込方法 

 

《旅行企画・実施》 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 

株式会社 日本旅行 岡山支店 
〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町2-1-7 

   TEL： 086(223)2031  月～金 9：30～17：30 （土・日・祝祭日休業） 

   FAX： 086(223)2259 

ｿﾘ11-100 

国内募集型企画旅行条件書(要約) ※必ずお読み下さい。 

担当者：安井・田島・菅谷 

■ 出発日｜2020年11月14日（土） 

■ お支払い実額｜おひとり様：おとな 13,000円 ※食事：朝：0 昼：1 夜：0 

                  ※1名での参加の場合：16,250円  

  ※上記料金は、Go Toトラベルキャンペーンが適用されています。 

  ※取消の場合は、旅行代金を基準として弊社所定の取消料を申し受けます。 

■ 旅行代金のお支払い｜ お申込受付後1週間以内をめどに、下記口座へ銀行振込にてお願い致します。 

             金融機関：みずほ銀行十五号支店 種別：普通口座 3105413 

             口座名義：株式会社日本旅行 

■ お申込金｜お支払い実額 総額となります。 

■ 最少催行人員｜   20名 

■ 募集人員｜  40名 

■ 添乗員｜ 尾道港より全行程同行いたします。 
  

※お座席の指定は出来ません。配席は日本旅行にお任せください。グループのお申込でも、お席は通路をはさんだり、前後など離れる場合がございます。 

※パンフレット記載の時刻は、暫定のため、2020年10月3日現在予定時刻です。変更となる場合があります。最終日程表でご案内致します。 

※ツアーで使用の編成・車両はやむを得ない事情で変更・中止となる場合があります。その場合でも、その区間の行程が成立した場合は返金など致しかねます。 

※行程中指定場所以外での乗降は出来ません。下車される場合は旅行行程の前途放棄となり、返金は致しかねます。 
 

 

ご旅行条件 

西日本20-071 

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ございます。 
特別な配慮や措置が必要となる可能性のある方は、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。 

■お申込みの締切■ 
2020年11月6日 (金）10:00まで 

※【先着順】定員になり次第締め切りとなりますので 
お早めにお申し込み下さい。 


