
43 ●当社は、お客さまよりいただきました個人情報について、お客さまとのご旅行に関する連絡のために利用
させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいたご旅行において、運送、宿泊機関等の手配、お土産
店およびそれらのサービスの手配およびそれらを受領するための手続きに必要な範囲で利用させていただ

きます。この他、当社は、①当社の商品のキャンペーンその他旅行のご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
③各種アンケートのお願い。④特典・サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
●上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する詳細については当社ホームページ www.v-travels.co.jp/privacy/ をご参照ください。

国内旅行の
個人情報の
取り扱いに
ついて

マ
ー
ク
の
見
方

国内旅行のご案内

※旅行代金には、行程に明示された交通費、宿泊費、消費税等諸税が含まれています。
※ご希望の列車の指定席が満席のため自由席ご利用となる場合は、差額の払い戻しはいたしませんのであらかじめご了承ください。

宿泊地最寄駅までの往復の交通と宿泊のセットで、ご出発からお泊まり・お帰りまで快適な旅をサポートします。
往復の交通と宿泊がセットになった、JR ならではのお得なコースです。

お帰り日延長が（1泊14日まで）可能です。

ご宿泊のみを承ります。宿泊施設までの交通はお好みで選びたいという方のために。
※ 宿泊地までの往復交通費は含まれておりません。宿泊地までの交通はお客様負担となります。

※ 2日目以降の延泊代金は宿泊プランと同一になります（一
部施設を除く）。
※旅行代金には、宿泊費、消費税等諸税が含まれています。

※発着駅はコースによって異なります。
※復路のきっぷのご利用日は 3 日目以降となります（復路のきっぷ
は 2 日目にご利用になることはできません）。
※当社が手配を行わない日は特別補償対象外となります。

※パンフレットでの最終帰着日は各コースの定める最終出発日の翌日となります（一部コースを除く）。
※往路：5/3〜7、8/12〜16、12/29〜1/3、復路：5/4〜8、8/13〜17、12/30〜1/4 に当たる日の乗車はできません。

このマークのあるコースではご希望により、2泊目以降のご宿泊を自由に選べるコースも承っています（2 泊目以降
はお客様負担）。2日目以降はお好みやご予定に合わせて、ご自由にお過ごしください。

＜往復の交通＋宿泊＞タイプ

※航空機利用コースは搭乗日の10日前（土・日・祝日を含まない）までの受け付けとなります。※航
空座席の事前指定はできません。※航空機利用コースの場合、航空機の時間帯は時期により大幅に変動する場合があります。必ずご
利用日のスケジュールをご確認のうえ、お申し込みください。※お申し込み後の便の変更・お客さま名の変更はできません。変更の場
合は、旅行を一旦キャンセルしていただいたうえで再度お申し込みとなります。※利用航空会社はJAL（日本航空）、ANA（全日本空輸）、
AIR DO（北海道国際航空）のいずれかとなります。但し、便名に対し、異なる会社の機材・乗務員により運航される場合があります。また、
函館空港、旭川空港、新千歳空港、女満別空港利用商品については、AIR DOとANAとの共同運航（コードシェア）便となる場合があります。
※この商品は、個人包括旅行割引運賃（IIT）、包括旅行割引運賃（IT又はIT5）等パック旅行用に特別設定された航空券を使用するため、ご利用に
あたり特別な制限等があります。※航空保険特別料金、燃油特別付加運賃、空港利用料は含まれています。

航空機利用コースのご案内

＜宿泊のみ＞タイプ

1 発駅AAA着駅──────（お客様負担）─────各宿泊施設（泊）
ご自由にお過ごしください 
※宿泊はお好きなところへどうぞ（お客様負担となります）
各宿泊施設──────（お客様負担）───────着駅 AAAA発駅
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3〜14

1 ご自宅又は
前泊地又は

各地──（お客様負担）──各宿泊施設（泊）

最終日 各宿泊施設──（お客様負担）──ご自宅又は
　　　　　　　　　　　　　　　後泊地又は各地

　このご旅行は、株式会社びゅうトラベルサービス又は東日本旅客鉄道株式会社（以下「各社」といいます）が企画・実施するもので
す。この旅行条件は、当パンフレットに記載されている条件のほか当該募集型企画旅行会社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）
及び別途お渡しする旅行条件書、最終日程表によります。
１．旅行のお申し込み及び契約成立
（１）各社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人様につき）を添えてお申し込みいただきます。お

申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取り扱います。
（２）各社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際、ご予約の時点で

は、契約は成立しておらず、各社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内（各社の定めた期間内）にお申込
書とお申込金を提出していただいた時点で契約の成立といたします。この期間内にお申込金を提出されない場合、各社
は予約がなかったものとして取り扱います。

（３）企画旅行契約は、各社が契約の締結を承諾しお申込金を受理したときに成立するものとします。
（４）お申込金（お一人様）

（５）ビューカード、大人の休日倶楽部カードまたは各社提携クレジットカード会社のカード（以下併せて「提携会社のカード」とい
います。）の会員（以下「会員」といいます。）より、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、会員の署
名なくして旅行代金等の各社に対する金銭債務（以下「旅行代金等」といいます。）の支払いを受けること（以下「通信契約」と
いいます。）により旅行契約を締結する場合は通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
①契約成立は電話の場合は各社が承諾をした時に、その他の通信手段による場合は各社が承諾する通知を発した時としま
す。また申込時には「会員番号、カード有効期限」等を通知していただきます。②「カード利用日」とは旅行代金等の支払い、ま
たは払い戻し債務の履行をすべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。③与信等の理由により
会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、各社は通信契約を解除し、取消料と同額の違約料を申し受
けます。但し、各社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

２．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。なお、上記の経費はお客さま
のご都合により一部利用されなくても払い戻しはしません（旅行中の自由時間における費用及び個人諸費用は旅行代金に
含まれません）。

３．お客さまによる旅行契約の解除
（１）お客さま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を解除することができます。ただし契約解除のお申し

出は、お申し込み店舗の営業時間内にお受けします。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
払い戻します。通信契約を締結した場合、各社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払い戻します。

（２）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。
 また、旅行契約の成立後にコース及び出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となり、参加人員の変更により、旅

行代金の差額が発生した場合も、取消料と併せてその差額代金をいただきます。

団体旅行および個人旅行企マークのある  各コース商品
（３）お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。

①契約内容の重要な変更が行われたとき。②第 4 項に基づき、旅行代金が増減改訂されたとき。③天災地変、気象条件、暴動、
運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となっ
たとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。④各社がお客さまに対し、別途定める期日までに確定書面を交付し
なかったとき。⑤各社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

（このパンフレットは、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部になります。）

４．各社の責任及び免責事項
（１）各社は企画旅行契約の履行にあたって、各社の故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた

損害の賠償をします。
（２）手荷物について生じた本項（１）の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に各社に対し

て通知があったときに限り、１人 15 万円を限度（各社に故意又は重大な過失がある場合を除く）として賠償します。
５．特別補償

各社は、お客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害について、
旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金を支払います。

６．旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2014 年 9 月1日を基準としています。また、旅行代金は 2014 年 9 月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。旅 行 代 金 １万円未満

3,000 円
１万円以上３万円未満

6,000 円
3 万円以上 6 万円未満

12,000 円
6万円以上10万円未満

20,000 円
10 万円以上

旅行代金の 20％お 申 込 金

各社の責任とならないローンの取扱上の事由により、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。

取消料

この旅行に関してご不明な点がありましたら、各社営業所の旅行業務取扱管理者におたずねください。旅行契約に係わる業務
を行う営業所名、所在地及び旅行業務取扱管理者の氏名は、別にお渡しする詳細旅行条件書にてご確認ください。

国内旅行のご旅行条件（要旨）　　お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり必ずお読みください。

5．このパンフレットは、2014年9月1日現在を基準としています。

新幹線 HH　　JR 線 AA　　JR 線以外の鉄道 CC　　航空機 F5　　船舶 EE　　徒歩GG　
バス・マイクロバス・タクシーなどDD　ケーブルカー・ロープウェイなどBB　フリー移動（お客様負担）FF
※行程中の貸切バス〈記号DD〉は原則として禁煙です。※団体旅行で利用する座席は、窓側・通路側等のご希望は承ることが
できません。また、2名様以上のご参加でも隣り合わせの席にならない場合や前後の座席になる場合があります。※列車のお座席
について、喫煙席、禁煙席のご希望はお伺いいたしかねます。※乗下車駅を選択できる場合でも、旅行代金の返金はできません。

交通手段
について

〈洋室〉 ツインルームを使用します（基本的に1室3名以上の場合、一人はエキストラベッド利用となります）。
特にことわり書きがない場合、お部屋は風呂・トイレ付きです。

〈和室〉   特に定員の書いていない場合は1室4〜6名定員のお部屋となります。
〈和洋室〉   基本的にはツインベッドルーム＋和室のお部屋になります。

客室について

u航空機または船を利用する際、悪天候や諸事情による欠航などのため、行程を変更する場合があります。※往路、復路航空機利用の場合、利用航空会社はJAL、ANA、
JAC、JTA、RAC、ソラシドエア、スカイマークSKYのいずれかとなります（適用運賃はIT5又はIITとなります）。但し、便名に対し、異なる会社の機材・乗務員により運航される場合
があります。また、AIR DO（北海道国際航空）との共同運航（コードシェア）便となる場合があります。※航空機のお座席について、窓側／通路側のご希望は事前にお伺いできま
せん。また、座席はグループ・カップルの方でも通路を挟んだり前後の座席となる場合があります。※復路の空港では航空機の時間によりお待ちになる場合があります。

 d徒歩の見学があります。歩きやすい服装・靴でご参加ください。
eトレッキングや登山を行う旅行です。ご参加される方は普段よりトレッキングや登山をされている健康な方のみと

させていただきます。また、トレッキングや登山に適した服装と装備でご参加ください。
f  朝夕や山頂など、急激に冷え込むことがありますので防寒衣などをご用意ください。
g   花・果実・紅葉などはその年の天候により見頃の時期が異なります。見頃に合わない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
hお祭りを見学するツアーです。雨天の場合はお祭りが中止になり、市内見物などになることもありますが、旅行代金の払い戻しはありません。
i散策や屋外行事など、天候に左右される行程が中止となった時は、フリータイムや他の見学などに変更となります。但し、旅行代金の払い戻しはありません。
v各寺院（特別拝観を含む）は都合により拝観できない場合があります。その場合は他の景勝をお楽しみいただきます。

 送迎バスは他のお客様と同乗となる場合があります。
V P  この商品は首都圏・新潟・長野の主なびゅうプラザでもお申し込みができます。
k現地集合・解散の場合、集合地までおよび解散地からの交通費などは旅行代金に含まれていません。
w相部屋でのご利用人数が相部屋利用旅行代金の定員に満たない時は、追加代金をいただく場合があります。その際

は、出発日の21日前までにご連絡いたします。

団体旅行商品のご案内・ご注意事項　

催行中止
について

お客さまの人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないときは、旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって13日目にあたる日より前（日帰り旅行は3日目にあたる日より前）に旅行中止の通知をいたします。

募集人員について 各コースに記載されている「募集人員」とはバス 1 台あたりのご乗車人員となります。

個人旅行商品のご案内・ご注意事項 お申し込み●2名様以上でお申し込みください（一部コースを除く）。お子さま２名ではお申し込みできません。お申し込みは原則として出発日の7日
前までとさせていただきます（一部コースを除く・それ以前でも満員の場合はご容赦ください）。※カシオペア利用商品は出発前の21日前までとさせ
ていただきます（最少催行人員2名）。添乗員●全コース個人旅行プランです。添乗員の同行はありません。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さまご自身で行っていただきます。JRご利用コースのご案内●途中乗車はできません。乗降駅につい
ては券面表示の駅に限り有効です。●途中下車はできません。その場合はすべて前途放棄扱いとなり払い戻しもできません（但し、券面上に途中
下車駅が指定されている場合は、その駅に限り可能となります）。●ご旅行中の行程は、グループ内同一となります（利用列車・利用航空便等、同
じ便のご利用となります。ご出発駅は1グループ1室利用で2駅まで選べます）。●ご希望列車の指定席が満席のため自由席をご利用となる場合、
差額の払い戻しはいたしませんのであらかじめご了承ください。●ご乗車される列車名はお渡しする乗車券類に記載したとおりとなります。但し、自
由席等利用の場合は除きます。●予約された指定席券の変更は、ご出発前1回に限り、お申し込み店で営業時間内のみお取扱いします。但し、
旅行開始後、およびお申し込み店以外、および営業時間外での変更はできません。●ご旅行開始前に取消・減員が発生した場合でお申し込み店
に連絡できない場合は、最寄りのJR駅にて指定席の取消証明を受けてください（証明がない場合は払い戻しができません）。●ご旅行開始後のお
客さまの都合により利用されなかった区間についての払い戻しは一切できません（運休等による場合はこの限りではありません）。●一部の区間が
普通列車となる特急列車をご利用の場合、特急券の払い戻しはいたしません。●旅行商品にご利用いただける席数には制限がございます。限定
列車利用コースについて●ご利用いただける列車に制限がございます。詳しくは各コースの行程表をご覧ください。●お客さまの都合で指定され
た列車をご利用されない場合は、乗車券・特急券は無効となります。改めて乗車券・特急券をお買い求めください。●往復とも指定列車の座席が
確保された場合のみ発売いたします。●ご乗車される列車名はお渡しする乗車券類に記載したとおりとなります。こども代金●往復の交通＋宿泊
コース又は宿泊のみコースの場合、こども代金は6歳以上12歳未満（小学生）のお子さまが対象となります。●こども代金が設定されていないコー
スもあります。ご予約時にお問い合わせください。●6歳未満のお子さまは施設使用料・食事代金等がかかる場合がありますので、現地にてお支払
いください。尚、この場合、施設によっては寝具等の提供はありません。●食事がバイキングの場合、同伴する幼児は食事の要不要にかかわらず
有料となる場合があります。●こども代金のお客さまの食事については、施設により「こども用料理」となる場合があります。料理・食事場所●料理
内容は時期により変わる場合があります。●バイキングは当日の宿泊人数により、定食になる場合があります。●お食事場所はお部屋のご利用人
数により、表記と異なる場合があります。お部屋●表記上のお部屋の広さは、お部屋定員で宿泊された場合の広さです。利用人員によってお部屋
の広さが異なる場合があります。●洋室を1室3名様以上でご利用の場合、原則としてエキストラベッド使用となります。また、洋室を1室1名様でご
利用の場合、原則としてシングルルーム使用となります。●客室の写真は一例であり、インテリア、色調など異なる場合があります。あらかじめご了承
ください。お風呂●露天風呂・貸切風呂は、清掃等の都合により、ご利用できない時間帯が発生する場合があります。※露天風呂、サウナに関して
付記事項のない施設に関しては男女別となります。延泊●一部コースを除き、追加代金にて同一施設に限り5泊までの延泊を承ります。旅行代
金表●各旅行代金表中の「平・休日」「休前日」の表記の適用は以下の通りとなります。「平日＝月〜金曜」「休日＝日曜及び祝日」「休前日＝土
曜及び祝日の前日」…以上を原則といたしますが、日曜及び祝日であっても翌日が祝日及び日曜日の場合は休前日の代金の適用となります。取消
及び変更●取消・変更が生じた場合はお申し込み店にご連絡のうえ手続きを行ってください。取消・変更のお申し出は、お申し込み店の営業時間
内にお受けします。その場合各社が定める旅行約款に基づき取消料等を収受いたします。●お客さまの都合による出発日およびコースの変更、
運送・宿泊機関等行程中の一部の変更につきましても全体に対するお取り消しとなり、取消料の対象となります。その他●行程に明示されていな
い宿泊施設等の送迎は当社の取扱いには含まれません。詳しくは各宿泊施設等にお問い合わせください。※確定情報を記載する最終日程表に
つきましては、各社より特に連絡がない場合は当誌記載内容をもって替えさせていただきます。

 旅行商品に掲載されている、風景・花・祭り・料理等の写真は実際と異なる場合があります。赤色は入場観光となり、旅行代金に含まれる有料見学施設です。青色は下車観光となり、旅行代金に含ま
れない見学施設です。なお、団体旅行商品の DD（　）DDは経由地又は車窓観光を表し、★印の箇所はコース
のおすすめポイントを表します。

観光ポイント
について

  温泉地の泉質・効能の表記は、源泉の湧出口における分析です。
 ※客室内（露天風呂付客室を含む）の浴槽は対象外としています。

温泉の泉質・効能について

写真について
団体・個人旅行商品の共通のご案内・ご注意事項

※パンフレット内の列車時刻等、運輸機関の運行時間については、ダイヤ改正等の事情により時刻が変更となる場合がありますので出発
前にご確認ください。※行程表内の施設到着時刻・出発時刻は交通状況等により変更となる場合があります。※個人的に利用された料金
などはお帰りの際各自ご精算ください。なお、個人的に利用された料金に対して、消費税等の諸税が別途かかります。※ご旅行の際は、
任意保険のご加入をおすすめします。詳しくは、大人の休日予約センター又は最寄りのびゅうプラザへお問い合わせください。

カード決済をご利用の場合、ご出発日から起算してさかのぼり記載された日付まで受付ます。
※カード決済以外の場合、ご出発の約1カ月前まで受付。

カード決済をご利用の場合、ご出発日から起算してさかのぼり記載された日付まで受付ます。
※カード決済以外の場合、ご出発の約14日前まで受付。

〈団体旅行にご参加のお客さまへ〉●添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客さまと同行させていただきます。なお、労働基準法の定め
からも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客さま各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

00日前まで受付OK!
（カード決済の場合）

00日前まで受付OK!
（カード決済の場合）

但し、宿泊のみのコースの場合は下記の取消料となります。

旅 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

① 21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11日目） 無料
② 20日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては10日目）（③〜⑥を除く） 旅行代金の20%
③ 7日目にあたる日以降の解除（④〜⑥を除く） 旅行代金の30%
④ 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
⑤ 旅行開始日当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の50%
⑥ 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

解 除 日 取 消 料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

① 6日目にあたる日以前の解除 無料

② 5日目にあたる日以降の解除（③〜⑤を除く） 取消人員14名以下の場合無料
取消人員15名以上の場合旅行代金の20%

③ 3日目にあたる日以降の解除（④〜⑤を除く） 旅行代金の20%
④ 当日の解除（⑤を除く） 旅行代金の50%
⑤ 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

払戻・変更
手数料

□手 □観  マーク 1手配につき108円
□乗マーク 1手配につき220円

1. ご契約種別 
〈□手 マークのあるコース〉販売店とお客様との間の手配旅行契約となります。各コースに記載のない事柄につきましては、東日本旅客鉄道
株式会社旅行業約款（手配旅行契約）によります。 

〈□観 マークまたは □乗 マークのあるコース〉この旅行は観光プランまたは乗り物プランとなり募集型企画旅行または手配旅行ではありません。
2. お申し込み 
（1）当社所定のお申込書に所定事項をご記入のうえ、お申込金として旅行代金の20％相当額を添えてお申し込みいただきます。 
（2）電話によるお申し込みも承りますが、別途お申込書とお申込金をご提出いただきます。 
（3）契約の成立時期は、当社がお申込金を受理した時とします。 
（4） ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びクーポン券の宅配を希望され

る場合は前（1）〜（3）によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載する通信契約の条件によります。
3. 取消料 

お客様のご都合で旅行を取消される場合、取消料をいただきます。取消料は各コースにより異なりますので各コース掲載のマークおよび記
載内容をご確認ください。

4. 払戻・変更手数料 
お客様のご都合により、払戻または変更をされる場合取消料の他、当社の払戻・変更手数料として次の金額を申し受けます。

個人旅行手 観 乗 マークのある オプショナルプラン  各コース

取消料
なし

取消料はかかりません。ただし予約をされているプランは事前に取消の連絡が必要となります。
無連絡の場合は取消料が請求される場合があります。ただし払戻・変更手数料は発生いたします。

取消料 取消料 その他
取消料

取消料基準は
左記を参照ください。

取消料は各コース記載内容を
ご確認ください。
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観光庁長官登録　旅行業第 1135 号

一般社団法人 日本旅行業協会正会員　東京都墨田区錦糸 3-2-1

観光庁長官登録　旅行業第 1135 号

一般社団法人 日本旅行業協会正会員　東京都墨田区錦糸 3-2-1

このマークの付いたツアーは「大人の休日倶楽部カード」のご利用で、個人旅行商品（オプショナルプラン及び宿泊施設で支払う追加代金を除く）及び延泊される場合の延泊代金から各割引になります。
※割引の対象は、「大人の休日倶楽部」会員及びその同行者となります。※お買い求めの際は、「大人の休日倶楽部カード」（VISA、JCB、MasterCard）でお支払いください（他のクレジットカード割引との併用はできません）。

IN▶00:00（チェックイン時刻）  OUT▶00:00（チェックアウト時刻） ※マークの内容は一例です。※各施設のご利用期間、時間、料金はお問い合わせください。

温泉あり

露天風呂あり

貸切風呂あり
（有料）

サウナあり ドライヤーあり

サウナあり
時間交替制

貸切風呂あり
（無料）

シャワー付
トイレあり

独立シャワー
ブースあり

露天風呂あり
時間交替制

新聞サービス
あり

ゆかたを
ご用意

フィットネス
施設あり

バスローブを
ご用意

ナイトウェアを
ご用意

駐車場
（無料）あり

プール（屋内）
あり（有料）

送迎あり ※駅（バス停）〜ホテル間の送迎は時間によって
できない場合もありますのであらかじめご了承ください。

駐車場
（有料）あり

コンビニ
あり

添乗員は同行しません。添乗員なし
大人1名様よりお申し込みできますが、お部屋は基本
的に男女別の相部屋となります。但し、室数や人数の
関係でお受けできない場合もありますので、あらかじめ
ご了承ください（宿泊を含むツアー）。

1名から申込OK
（相部屋）

大人2名様以上でお申し込みください。
お部屋は1室でご用意します。2名以上で申込
大人1室2名様でお申し込みください。
お部屋は1室でご用意します。1室2名限定旅行目的地の到着から出発まで、添乗員

が同行します（自由行動時等は除きます）。現地添乗員同行

全行程中、添乗員が同行します
（自由行動時等は除きます）。全行程添乗員同行

添乗員は同行しませんが、行程の一部
区間で係員・案内人がご案内します。
※詳細は、各ツアーの行程をご覧ください。

現地係員同行
現地案内人同行

さまざまな分野の講師の方が同行して
ご案内します。講師同行

朝食 昼食V 夕食JH

大人1室1名様でご用意できます。但し、お部屋数に限りがありますのでお受けできない場合があります。1名に1室ご用意

大人1名様よりお申し込みができます。1名から申込OK

禁煙ルーム
をご用意

禁煙ルーム
あり

お部屋は禁煙・喫煙
ルームが選べます

00 ％割引大人の休日倶楽部
カード決済で

詳細は
P.00参照

浴衣を2枚
ご用意

往路・復路で
特定の駅での
途中下車が可能

朝食を昼食に
変更可能

2泊目以降の延泊代金が
割引になります。

（表示金額は一例です）
1,000円

ご宿泊の 30 日前までのご予約により旅行代
金が割引になります。

●●●●
より送迎あり

送迎あり
※詳細については、
各宿泊施設等にお
問い合わせください。

掲載商品※1は「国内旅行傷害保険」 付です。
※1 国内旅行傷害保険付 A マークのない商品は除きます。入院・通院とも一日目から補償いたします。※保険料は旅行代金に含まれます。
※保険金のお支払いは国内旅行総合保険（国内旅行傷害保険）普通保険約款・特約に基づきます。 ＜取扱代理店＞株式会社びゅうトラベルサービス　＜引受保険会社＞三井住友海上火災保険株式会社

死亡・後遺障害
保険金額1,500万円

入院日額
保険金額7,500円

通院日額
保険金額5,000円

詳しい保険の内容は、インターネット  
　　　　　　　　　　　　　      
からご覧いただけます。
日本の旅、鉄道の旅

JR線をセットした商品にご利用いただけます。

マークのついている出発日
は、出発保証となります。ツ
アーの催行中止の心配がな

く、ご旅行をお申し込みいただけます。なお、受
付期間を過ぎてお申し込みがない場合は、ツ
アーを中止とさせていただきます。

●/●（●）  
出発保証


