あいお荘で車海老

山口県

２１２

の昼食と花めぐり
花の海ひまわり開花時期のイメージ
写真提供：花の海

出発日 7月27日(水)
●広告中のイラスト、写真に関しては全てイメージです

【ツアー参加ご注意事項】
・旅行当日バス乗車前に検温と健康ﾁｪｯｸｼｰﾄによる健康確認をさせていただきます
・37.5℃以上の熱や新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染の疑いがある方はご参加いただけません
・マスク着用および手指の消毒をお願いします
・バス車内、会場内での飲食、大声での会話はお控えください
【開花時期について】
・出発日は例年の開花時期にあわせて設定しておりますが､気温や気候によって
開花状況は変化しますので､予めご了承の上ご参加お願いいたします。

実施期間：5月31日(火)まで

助成対象県：山口県､徳島県､香川県､愛媛県､高知県､福岡県､大分県
ワクチン３回目接種済み（山口県民は２回接種で可）または、
PCR検査結果が陰性であることが条件となります。(4/27現在)
注意事項 ･｢ﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ｣の確認が必要です
･新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの県内の感染状況により事業が停止する場合があります
･停止した場合のｷｬﾝｾﾙ料への補填はありません
･割引額分はお客様負担となり、県民割ｸｰﾎﾟﾝは 返還していただきます

あいお荘の車海老料理
秋穂は養殖車海老発祥の
地で、大切に育てられた
良質な車海老が名物です｡
今回はその車海老を会席
料理の中で､様々な調理法
でお召し上がりいただけ
ます。

8月5日(金)
(大人おひとり様)

13,300円

旅行代金

割烹千代の昼食と萩めぐり

２０８

出発日 5月28日(土)

←割烹千代

■最少催行人員/20名■添乗員/同行します■食事/昼食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/行程に記載したバス代等、入場料、昼食代及び添乗員費用

5月31日(火)
旅々やまぐち割/GOTO萩
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ適用前の旅行代金

広島県

２１０

須佐男命イカ会席
肉質は弾力性に富み柔らかく､
歯ざわりは適度なｺﾘｺﾘ感が残
る素晴らしい食感の男命ｲｶが
味わえる会席です｡

料理一例（写真はイメージです）

(注)天候等の影響により男命イカが確保できない場合､
別料理の提供となりますので､ご了承くださいませ。

写真提供:割烹千代

では見ることのない､川からの萩
観光をお楽しみ下さい｡

写真提供:(一社)萩八景遊覧船

■最少催行人員/20名■添乗員/同行します■食事/昼食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/行程に記載したバス代等、入場料、昼食代及び添乗員費用

出発日 8月2日(火)
旅行代金
10,000円
(GOTO萩ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ適用前の旅行代金:11,000円)

行程 各地 （08：20 ～ 09：25）

【乗車ルート】 東駅=下関駅=唐戸=城下町長府=小月営業所前

(大人おひとり様)

(大人おひとり様)

料理一例（写真はイメージです）

お支払実額

出発日 7月3日(日)
旅行代金
11,000円

出発日 7月17日(日)
(大人おひとり様)

旅行代金

行程 各地（7：00～9：15) - 須佐ﾎﾙﾝ

ﾌｪﾙｽ（観光） - 須佐男命ｲｶ会席（昼食）
-いかﾏﾙｼｪ（買物） -萩・明倫学舎（見学）
-萩しーまーと(買物) -各地(17:15～19:30)

17,300円

【下関～新山口エリア発】

～浄謙寺～

出発日 7月23日(土)
旅行代金
17,600円

(大人おひとり様)

芸北地域の旬の食材にこだわったイタリアン精進料理を
召し上がって頂きます｡動物性不使用､乳製品不使用､
100%植物性のお料理です。
食前には本堂でお経をみんなで声に出して読み、
その後住職や若院によるお話があります。
お食事だけでなく、お寺の見学もあり非日常を
体験することが出来ます。

行程 各地 （07：00 ～ 08：45）

萩八景遊覧船→ 日頃の萩観光

(大人おひとり様)

※あいお荘で入浴の際、ﾊﾞｽﾀｵﾙは有料です｡各自でお持ちになられてもかまいません｡

「浄謙寺」で味わう
イタリアン 精進料理
【下関～小月エリア発】

山口県

２１１

(GOTO萩ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ適用前の旅行代金:12,000円)

萩の有名な割烹料理店
料理一例（写真はイメージです）
板長おまかせコース（椿/先附･お造り･
焼き物等6～7品)をお召上がり下さい｡

出発決定まで
あと少し!

－ 花の海（観光）－ あいお荘（昼食＆入浴）
－やまぐちフラワーランド（散策）
－ あさひ製菓（買物） － 各地（19：20 ～ 20：30）

【乗車ルート】 東駅==下関駅==唐戸==城下町長府==小月駅==小月営業所前

写真提供:美志満屋

山口県

行程 各地 （09：00 ～ 10：20）

写真提供：あいお荘
料理一例（写真はイメージです）

－ 萩八景遊覧船（乗船）－ 割烹千代（昼食）
－道の駅萩しーまーと（買物） － 萩ガラス工房（体験）
－ 柚子屋本店（買物） －別府弁天池（観光）
－道の駅おふく（買物） －各地（17：30 ～ 18：25）

行程 各地（7：00～9：15)
– 須佐ﾎﾙﾝ
グリーンパークでは
チューリップとネモフィラが
（昼食）
ちょうど開花時季♪

ﾌｪﾙｽ（観光） - 須佐男命ｲｶ会席
-いかﾏﾙｼｪ（買物） -むつみひまわり
ロード（観光） -各地(16:50～19：00)

【乗車ルート】 東駅＝下関駅＝唐戸＝城下町長府＝小月営業所前＝小野田市役所＝宇部中央＝新山口駅
■最少催行人員/20名■添乗員/同行します■食事/昼食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/ 行程に記載したバス代、入場料、昼食代及び添乗員費用

4/28OPEN！
２１３ THE OUTLETS KITAKYUSHU
ｼﾞ･ｱｳﾄﾚｯﾄ北九州は、九州最大級となる約140店舗の
ｱｳﾄﾚｯﾄ店舗を含め全部で約170店舗が集結！

福岡県

－ 浄謙寺(昼食)
－ 道の駅来夢とごうち(買物)
－各地（17：00 ～ 18：45）
【7/17乗車ルート】
【7/23乗車ルート】

（写真3点提供：浄謙寺）
料理一例（写真はイメージです）

東駅=下関駅=唐戸=城下町長府=小月駅=小月営業所前
下関駅=宇部中央=新山口駅

■最少催行人員/20名■添乗員/同行します■食事/昼食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/行程に記載したバス代等、入場料、昼食代及び添乗員費用

Ａ席指定!!

福岡県

１０３

現代和食のランチと柳川散策

山口県

２０９

出発日 5月31日(火)

出発日 5月24日(火)
旅々やまぐち割
適用前の旅行代金

出発日 7月21日(木)

【宇部・山口エリア発】

【下関・小月エリア発】

お支払実額

ホテル楊貴館

お支払実額
写真提供：楊貴館

油谷湾が一望できる
露天風呂と和風会席料理
をお楽しみください。

－ 元乃隅神社(観光)－ ホテル楊貴館(昼食＆入浴)
－角島大橋(下車観光) － 角島灯台(散策)

■最少催行人員/20名■添乗員/同行します■食事/昼食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/行程に記載したバス代等、入場料、昼食代及び添乗員費用

山口県

山口県

２０３

２０７

(大人おひとり様)

旅行代金

－ 道の駅ほうほく(買物) －各地（16：50 ～ 18：10）

岩国市団体旅行支援補助金利用ツアー

出発日 6月16日(木)
(大人おひとり様)

旅行代金

10,800円

写真提供：岩国市観光
協会鵜飼事務所

出発日 6月10日(金)

行程 各地 （08：45 ～ 10：30）

東大寺別院阿弥陀時 （観光）
－ 味のおもてなし浜（昼食）
－ 光あじさい苑（観光）
－ あさひ製菓（見学・買物）

6月上旬～下旬に
かけて在来・渡来種合わせて30種類、約
15,000株ものアジサイが色づきます。

－

－ 各地（17：25 ～ 19：10）

(大人おひとり様)

旅行代金

15,900円

行程 各地 （12：10 ～ 12：55）

村重酒造 （見学）－ 吉香公園（散策）
岩国国際観光ホテル（夕食）
－ 錦帯橋･鵜飼遊覧（観光）
－
－

写真提供：味のおもてなし浜
料理一例（写真はイメージです）

味のおもてなし浜

夏が旬の防府
で獲れたブランド鱧「天神鱧」を堪能
できる鱧コースをお楽しみください。

ｼﾞ･ｱｳﾄﾚｯﾄ北九州（買物） － 現代
居酒屋コ吉田（昼食） － 柳川川下り
（遊覧） － 柳川ひまわり園（観光）

【乗車ルート】 下関駅===山陽小野田市役所===宇部中央バス停===新山口駅
■最少催行人員/25名■添乗員/同行します■食事/昼食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/行程に記載したバス代等、入場料、昼食代及び添乗員費用

出発日 8月23日(火)
(大人おひとり様)

26,500円

旅行代金

行程 各地（6：30～9：00）
－氷川きよし特別公演【11時開演】
－ 昼食 － 各地 （16：30～19：00）

－ 各地（19：25 ～ 20：45）

写真提供：柳川市観光協会

【乗車ルート】 宇部中央－小月営業所前－城下町長府－下関駅

【乗車ルート】
新山口駅=ときわ公園入口=宇部中央=小野田市役所=小野田駅=小月営業所前=下関駅=東駅

■最少催行人員/20名■添乗員/同行します■食事/昼食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/ 行程に記載したバス代、入場料、昼食代及び添乗員費用

■最少催行人員/25名■添乗員/同行します■食事/昼食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの 行程に記載したバス代等、入場料、食事代及び添乗員費用

１１０

全試合
Ｓ指定席3塁

【鷹の祭典特典】7月8日(金)と7月13日(水)は入場者全員に「鷹の祭典2022専用ユニフォーム(ﾚﾌﾟﾘｶ)」をプレゼント！
錦帯橋･鵜飼遊覧
岩国の伝統文化｢錦帯橋の鵜飼｣錦帯橋が
かかる錦川の水面にはかがり火が美しく
輝く様子が見られます。
【鵜飼遊覧について】
雨天でも運行致しますが台風や増水などで中止になる
可能性がございます｡その際は、鵜飼遊覧の代金を返金
させて頂きます｡予めご了承のうえ､ご参加下さい。

郷土料理
岩国寿司

－ 各地（22：55 ～ 23：40）
【乗車ルート】 東駅==下関駅==城下町長府==小月営業所前

有明海の干拓地で
一面に咲く大輪の
ひまわりは迫力満点。

【乗車ルート】 新山口駅－ときわ公園入口－宇部中央－小野田市役所－小野田駅－小月営業所前－
小月駅－城下町長府－唐戸－下関駅－東駅

6月18日(土)

写真提供：あじさい苑

光のあじさい苑

柳川ひまわり園
写真提供：現代居酒屋コ吉田
料理一例（写真はイメージです）

行程 各地 （7：45 ～ 9：10）

福岡県

6月21日(火)

14,900円

－

行程 各地 （08：00 ～ 09：20）

【5/24乗車ルート】 東駅=下関駅=唐戸=城下町長府=小月駅=小月営業所前
【5/31乗車ルート】 新山口駅新幹線口=宇部中央=小野田市役所前

昼食『ｺ吉田ｺｰｽ』
ｵｰﾅｰ渾身の創作料理
のｺｰｽになります。

写真提供:山口県

(大人おひとり様)

旅々やまぐち割
適用前の旅行代金

(大人おひとり様)

7月24日(日)

写真提供:山口県

出発日

6月9日(木)
6月26日(日)
鷹 7月8日(金)
鷹 7月13日(水)

試合時間

対戦カード

旅行代金/大人お一人様

出発日

試合時間

対戦カード

旅行代金/大人お一人様

18：00
14：00
18：00
18：00

阪神

12,000円
14,000円
15,500円
15,500円

8月6日(土)
8月21日(日)
9月4日(日)
9月24日(土)

14：00
14：00
13：00
14：00

楽天イーグルス
北海道日本ハム
埼玉西武
千葉ロッテ

14,000円
14,000円
14,000円
14,000円

北海道日本ハム
北海道日本ハム
オリックス

※試合開始から約3時間30分をもって観戦を終了いたします
写真提供：岩国国際観光ホテル
料理一例（写真はイメージです）

■最少催行人員/20名■添乗員/同行します■食事/夕食1回■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/行程に記載したバス代等、入場料、昼食代及び添乗員費用

行程 各地 （デーゲーム／7：50～11：30 ナイターゲーム／12：50～15：30）

■最少催行人員/25名■添乗員/同行します■食事/なし■利用バス会社/サンデン観光バス(予定)
■旅行代金に含まれるもの/行程に記載したバス代、チケット代、昼食代及び添乗員費用

－ 福岡PayPayドーム（試合開始50分前到着予定） ～
～ 観戦終了後出発 － 各地

【ツアー参加ご注意事項】
・旅行当日バス乗車前に検温と健康ﾁｪｯｸｼｰﾄ
による健康確認をさせていただきます
・37.5℃以上の熱や新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染の疑い
がある方はご参加いただけません
・ﾏｽｸ着用および手指の消毒をお願いします
・バス車内、会場内での飲食、大声での
会話はお控えください

実施期間 2022年5月31日(火)まで

広島県

対象県に在住のお客様は
表示代金から最大

３０１

出発日 ： ８月 ２１日 （日）、２８日 （日）

etSETOra

SEA SPICA （写真提供:瀬戸内海汽船ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ）
【瀬戸内しまたびライン/西向きコース】

普通指定席

新下関（7：40

【新幹線こだま号】

広島駅（9：32

【 観光列車 ｅｔＳＥＴＯｒａ 】

※昼食は弁当

8：54着）

三原駅（12：17着）･･･徒歩･･･三原港（13：30発）～

魅力あふれる｢せとうちｴﾘｱ｣の手軽な半日ｸﾙｰｽﾞ!
西向きｺｰｽでは途中､うさぎ島として知られる
『大久野島』と江戸時代に風待ち潮待ちの港町で
栄えたレトロな町並みが残る『大崎下島・御手洗』
の2島にお立ち寄り｡瀬戸内の潮風と島々の雰囲気を
感じながら船旅をお楽しみいただけます｡

～ 【 ＳＥＡ ＳＰＩＣＡ 瀬戸内しまたびライン/西向きコース 】 ～瀬戸田港～ 大久野島（上陸/30分）～

1

～ 大崎下島（上陸/60分） ～音戸の瀬戸～海上自衛隊呉基地沖～広島港（18：05着）==ﾊﾞｽ==広島市内（泊）
◆夕食は各自自由食となります

(左)大久野島ｲﾒｰｼﾞ
(右)御手洗町並み保存地区
（写真2点提供：広島県）

【夕食オプショナルプランのご案内】
※飲物代は含みません
酔心本店『牡蠣コース料理』5,500円/お一人様（ホテルより徒歩約7分）

（写真提供：ｼﾞ ｱｳﾄﾚｯﾄ広島）

THE OUTLETS
HIROSHIMA

本格ｱｳﾄﾚｯﾄ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ､
地域との出会いをｺﾝｾﾌﾟﾄ
に、これまでの従来型ﾓｰﾙ
とは全く異なる地方創生
型商業施設として2018
年4月にｵｰﾌﾟﾝ!
約230店舗のｼｮｯﾌﾟが
出店しています｡

ジ アウトレット広島

ホテル === THE OUTLETS HIROSHIMA にてお買い物（約90分）･=== 宮島口～ フェリー ～宮島
2

･･･徒歩･･･ 宮島にて「あさりあなご飯定食」のご昼食 ＆ 島内自由散策（約90分） ･･･徒歩･･･
===新山口駅（16:40頃） ===宇部駅===小野田駅===厚狭駅===新下関駅===下関駅（18:50頃）

【乗車場所】新下関駅/厚狭駅/新山口駅・【降車場所】新山口駅/宇部駅/小野田駅/厚狭駅/新下関駅/下関駅
※お申込の際に、乗車場所・降車場所の両方をお申し出くださいませ（帰りは貸切バスでのご案内となります）
出発日
8/21(日)
8/28(日)

旅行代金（大人お一人様）
2名様1室

1名様1室

39,900円

41,900円

宿泊先『ホテル法華クラブ広島』

（注）3名様1室の設定はございません
ホテル外観
■募集人員：20名 ■最少催行人員：15名
お部屋イメージ/2名部屋
（画像提供：ﾎﾃﾙ法華ｸﾗﾌﾞ広島）
■添乗員：同行します ■食事条件：朝食1回・昼食2回・夕食0回
■旅行代金に含まれるもの：行程に記載した貸切バス･JR･船舶代等、宿泊代、食事代、観光入場料及び添乗員費用

（写真提供：いちわ）

お部屋：ツインルーム又はシングルルーム
お食事：朝食付き
《館内施設》
★フロント（1F）
★ご朝食（1Fﾚｽﾄﾗﾝ）
和洋バイキング／時間 6：30～
★大浴場（2F）
夜 16:00~24:00／朝 6:00~9:00
交通：路面電車(広島電鉄)の袋町駅
（ホテルより徒歩約3分）

山口県観光連盟助成金利用ツアー

山口県

休前日

4~5名1室

12,100

15,400

3名1室

13,200

16,500

2名1室

15,400

18,700

時代の息吹が聴ける宿
『萩本陣』で湯めぐりを楽しむ」2日間

出発日６月２６日（日）､６月３０日（木）
各地（11:40～13:35）━菊屋横町（散策）━萩市内（15：45頃到着）
萩本陣〈泊〉
写真提供：萩市観光協会

（写真提供：萩市観光協会）

ホテル(10:15)━松陰神社（観光）━柚子屋本店（買物）━

菊屋横町

萩焼会館(昼食)━道の駅萩しーまーと(買物)━各地(14:30～16:40)

外観

■ﾁｪｯｸｲﾝ/15:30■ﾁｪｯｸｱｳﾄ/10:00
■1泊2食■和室(10畳)※1名1室設定なし

日本の道100選の一つに
選ばれた城下町なら
ではの景色が残る横町

（写真提供：萩市観光協会）

松陰神社
吉田松陰を祭神とする神社
学問の神として信仰が厚い

4~5名1室

19,800

25,300

3名1室

22,000

27,500

2名1室

24,200

29,700

【休館日のご案内】
6/28,29,30、7/11,12
8/30,31、9/1,28,29
【特定日追加代金】お一人様あたり
4/29～5/4,8/11～8/15：11,000円

【ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ追加代金】お一人様あたり
■ﾁｪｯｸｲﾝ/14:30■ﾁｪｯｸｱｳﾄ/10:30 ◆客室ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ/ﾃﾞﾗｯｸｽ和室､
■1泊2食■曙館和室(10畳)又は洋室 ﾃﾞﾗｯｸｽﾂｲﾝ､ﾌﾟﾚﾐｱﾑ和ﾂｲﾝ:5,500円
◆食事ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ/季節特選会席:2,200円
※1名1室設定なし

●旅行代金の表示について
旅行代金に入湯税は含まれておりません。別途支払が必要となります。
※地域により入湯税額が異なります。料金は販売店へお問合せください。

出発日
6/26(日)
6/30(木)

旅行代金（大人お一人様）
4名様1室
3名様1室

2名様1室

人気の道の駅！

15,200円 16,300円 18,400円
宿泊先『萩本陣』
お部屋：本丸客室
和室10畳+踏込2畳+広縁付
3～7階の和室になります
眺望の指定はできません
お食事：夕・朝食付き

お部屋イメージ

←道の駅萩しーまーと

ホテル外観

（画像提供：萩本陣）

萩焼会館(昼食)→
『小萩膳』お刺身･長州どり唐揚げ･
郷土料理(煮物)･小鉢
･茶碗蒸し･ご飯(しそわかめ付)
（画像提供：萩本陣）
･吸物･香の物

料理一例（写真はイメージです）

（写真提供：萩焼会館）
■募集人員：25名 ■最少催行人員：20名
■添乗員：同行します ■食事条件：朝食1回・昼食1回・夕食1回 料理一例（写真はイメージです）
■旅行代金に含まれるもの：行程に記載したバス代等､宿泊代、食事代、添乗員費用

3名1室

13,200

15,400

2名1室

14,300

16,500

1名1室

19,800

22,000

大浴場
【特定日追加代金】お一人様あたり

4/29～5/4,8/11～8/16：5,500円
【ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ追加代金】お一人様あたり
◆客室ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ/
和室12.5畳～海側:5,500円
◆食事ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ/
お刺身桶盛り会席:4,400円

山村別館
平日

休前日

5名1室

13,200

16,500

4名1室

14,300

17,600

3名1室

15,400

18,700

2名1室

16,500

19,800

外観

男性露天風呂

●その他宿泊施設について
掲載施設の他にも下記施設の宿泊プランがございます。
・柳井クルーズホテル・岩国国際観光ホテル・ホテル松政
・玉仙閣・一の俣温泉グランドホテル・一の俣温泉観光ホテル

販売店へお問合せ下さい。

外観

外観
お申込の方へのご案内（お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください
●募集型企画旅行契約
この旅行はサンデン旅行株式会社（山口県下関市一の宮3-10-5 観光庁官
登録旅行業第1599号 以下「当社」という）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（以下「旅行契約」
という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途
お渡しする最終日程表と称する確定書面及び「当社旅行業約款募集型企画
旅行｣契約の部によります。
●旅行のお申込及び契約成立時期
露天風呂
（1）確定の申込書に所定の事項を記載し、下記のお申込金を添えてお申込く
ださい。お申込金は、旅行代金お支払の際差し引かせていただきます。
（2）電話、郵便、ファクシミリそのたの通信手段でお申込の場合、当社が予約
の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金
の支払をしていただきます。
（3）旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領したときに成立するも
のとします。
旅行代金

夕食：ゆとり会席
萩で育った長萩和牛や
高杉晋作が好んで食べた
鯛の荒焚きなど

14,300

■ﾁｪｯｸｲﾝ/15:00■ﾁｪｯｸｱｳﾄ/10:00 ※4/29～5/5、8/11～14は設定なし
■1泊2食■和室(12畳)※1名1室設定なし

●お子様料金について

お申込金

旅行代金

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消
料として申し受けます。
契約の解除日（日帰り旅行）
か起の旅
の算前行
ぼし日開
ってか
てさら始
日

6千円未満

旅行代金の20％

10万円未満

3万円未満

6,000円

15万円未満

6万円未満

12,000円

15万円以上

7日目にあたる日以降の解除
客室（一例）

取消料（お一人様）
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％

旅行開始日の当日の解除

旅行代金の50％

旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100％

契約の解除日（日帰り旅行を除く）

お申込金
てし前旅
て日行
さか開
から始
の起日
ぼ算の
っ

20,000円
30,000円
旅行代金の20％

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申込が間
際の場合は当社が指定する期日前までに）お支払ください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅
行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード
利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

10日目にあたる日以前の解除

旅行開始日の前日の解除

（写真提供：道の駅萩しーまーと）

【乗車場所】下関駅/城下町長府/サンデン小月営業所/宇部中央/新山口駅

12,100

露天風呂

休前日 ※1)

販売店へお問合せ下さい。

4~5名1室

■旅行代金 ※単位：円
(大人お一人様/消費税込)

■旅行代金 ※単位：円
(大人お一人様/消費税込)

●取消料金について

休前日

長門湯本

大谷山荘
※1)

平日

■ﾁｪｯｸｲﾝ/15:00■ﾁｪｯｸｱｳﾄ/10:00
■1泊2食■和室(10畳）

大浴場

※4/29～5/7、8/10～15は設定なし

※1) 7/16,17、8/6～10、9/17,18,23,24の休前日は季節特選会席(追加2,200円)のみ対応

３０２

2

■旅行代金 ※単位：円
(大人お一人様/消費税込)

平日

平日

萩焼の宿 千春楽

萩

■旅行代金 ※単位：円
(大人お一人様/消費税込)

長門湯本

2日目のお昼
あさりあなご名定食

円もお得に！

萩本陣

萩

料理一例（写真はイメージです）

1

助成対象県：山口県､徳島県､香川県､愛媛県､
高知県､福岡県､大分県(4/27時点)
ワクチン３回目接種済み(山口県民は２回接種で可)
または､PCR検査結果が陰性であることが条件となります
注意事項
･｢ﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ｣の確認が必要です
･新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの県内の感染状況により事業が
停止する場合があります
･停止した場合のｷｬﾝｾﾙ料への補填はありません
･割引額分はお客様負担となり､県民割ｸｰﾎﾟﾝは
返還していただきます

取消料（お一人様）

21日目にあたる日以前の解除

無料

20日目にあたる日以降の解除

旅行代金の20％

7日目にあたる日以降の解除

旅行代金の30％

旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40％

旅行開始日の当日の解除

旅行代金の50％

旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100％

総合旅行業務取扱管理者 下川和彦

●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にか
かわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型
企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来事故により、その身体、生命または手
客室（一例）
男性露天風呂
荷物に被った一定の損害については、以下の金額の範囲において補償金また
は見舞金を支払います。・死亡補償金1500万円、入院見舞金2～20万円、通
院見舞金1～5万円、携行品損害補償金お客様1名につき～15万円をもって限
度とします。（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします）
●個人情報の取扱いについて
当社および販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人
情報について、お客様との間の連絡のためにご利用させていただくほか、お客
様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関及び提供するサービスの
手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させて
いただきます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年4月28日を基準としています。また、旅行代は2022年
4月28日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。

観光庁長官登録第1599号

旅行企画・実施

お申込み・お問い合わせは・・・（土・日祝日休業）
■山口営業所
■下関支店
■山口宇部支店
ＴＥＬ083-923-2500
ＴＥＬ0836-31-3211
ＴＥＬ083-263-4444
下関市一の宮町3-10-5

●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（注釈がないかぎりｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ）、宿
泊料、食事代、入場料及び消費税等諸費用。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し
いたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的な費用は含
みません。）

宇部市中央町2-4-14

山口市東山2丁目5-8

総合旅行業務取扱管理者 中村秀樹

総合旅行業務取扱管理者 井本堅士

ＪＡＴＡ正会員

ＴＥＬ083-263-3348
■本社 下関市一の宮町3-10-5
総合旅行業務取扱管理者 山中雅子

