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ご宿泊施設のご案内

山口県下関市、北長門海岸国
立公園内に位置し、目の前に
はコバルトブルーの海と白い砂
浜、そして今話題の角島大橋
が一望できる絶好のロケーショ
ン。全室オーシャンビューで、露
天風呂から眺める沈みゆく夕日
は絶景です。

ホテル西長門
リゾート

下関つくの温泉

清流の音信川と山の自然を借
景にした自然庭園と、館内にそ
の流れを取り入れたせせらぎ
小路は、旅のこころをなごませ
てくれます。仙崎港に水揚げさ
れる活きのいい魚介類を使っ
た長州割烹料理でお客様の
味覚を満足させます。

1日目 長門湯本温泉2日目

大谷山荘
バス・トイレ付和室バス・トイレ付和室
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ご旅行条件書 〈国内旅行〉 （要約）  お申し込みの際には、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し込みください。

たましんトラベルサークル2019
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幕末～明治の歴史を散歩。歴史ある城下町「萩」、 世界文化遺産登録の松陰神社・松下村塾、武家屋
敷を訪れ、国の有形文化財に登録された「萩・明倫学舎」も見学。
世界的に注目を浴びる山口の絶景エリア、コバルトブル－の海に架かる「角島大橋」、123基の赤い鳥
居が壮大な日本海へと連なる景色「元乃隅神社」を見学。
かつて「西の京」と呼ばれた山口、日本三名塔の一つである国宝の「瑠璃光寺五重塔」。
防府の「旧毛利家本邸・毛利博物館」は学芸員のご案内付きで見学。
本州と九州を隔てる関門海峡の両岸、歴史の町下関、北九州のノスタルジックな門司港レトロ地区を
散策。下関では日清講和記念館見学と平家を祀る赤間神宮も参拝。
こだわりの昼食は下関「春帆楼本店」にて名物ふぐ尽くし料理、萩「萩焼会館」にて希少なブランド牛
「見蘭牛」のすき焼、山口市内では瓦そば等の、地産地消の料理をご用意します。
景勝地角島を望む絶景の宿「ホテル西長門リゾ－ト」と西日本を代表する名和風温泉旅館「大谷山荘」
に宿泊。

ツアーのポイントツアーのポイント

山口をめぐる旅3日間
～一度は見たい絶景角島・元乃隅神社、明治維新の舞台萩～

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

1班～7班

■お申し込み
⑴ 申込書に必要事項を記入の上、ご郵送ください。同時に参加申込金30,000円を申込締切日までに下記口座にお振込みくだ
さい。（2つが揃った時点で正式なお申込みとなります。）

　多摩信用金庫　京王八王子支店（普通）0192085　株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 立川支店
　＊申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
⑵ 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3営業日以内に申込書の提出と申込金
のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合キャンセル扱いとします。（キャンセルされる場合はご連絡をお願いいた
します）

⑶ a.旅行開始日に75歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方そ
の他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申
し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

⑷ お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
⑸ 本旅行は株式会社近畿日本ツーリスト首都圏が企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当社と企画旅行契約を結
んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社が申込金を受理した日と
します。

⑹ 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
① 当社は、当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます）のカード会員（以下「会員」といいます）より、会
員の署名なくして旅行代金の一部（申込金）等のお支払いを受けること（以下「通信契約」といいます）を条件に、電話、郵
便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約
を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

② 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」
「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③ 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の
通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。

④ 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべ
き日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

■確定日程表
確定した航空機の便名や宿泊ホテル名などが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の7日前
以降にお申込の場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況
についてご説明いたします。
■旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、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、当初の運行計画によらない運送サー
ビスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金
を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の
改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあ
たる日より前にお知らせします。
■取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

① 当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
② 取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

■取消料のかからない場合（お客様による旅行契約の解除）
下記の場合は取消料はいただきません。（一部例示）
① 旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項1～8に定める事項をいいます。
② 旅行代金が増額された場合。
③ 当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④ 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

■当社による旅行契約の解除
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります（一部例示）
① お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。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日目（日帰り旅行は3日目）に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

② 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
③ 申込条件の不適合
④ 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

■当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15

万円（ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。）。また次のような場合は原則として責任を負い
ません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手
配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、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、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円～20万円、通院見
舞金として通院日数により1万円～5万円、携行品にかかる損害補償金（15万円を限度）（ただし、一個又は一対についての補
償限度は10万円）を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示さ
れた日については、当該日にお客様が被った損害について捕償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」と
はいたしません。
■旅程保証
旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款（企画旅行契約の部）の規定によりその変更の内容に応じて旅
行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更捕償金の額は、
旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払
いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

■お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から
提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努め
なければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識した
ときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
■お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。（もし、通知できない事情がある
場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
■個人情報の取扱いについて
イ.当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報
について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故
時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。 また、旅行先でのお客さまの
お買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業
者に提供いたします。 お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。

ロ.当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のため
に、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。 当社グループ企業および販売店が共同利用する個人
情報は以下のとおりです。 住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス

ハ.上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。
■募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当
社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページhttp://www.knt.co.jpからもご覧になれます。
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条
5により交付する契約書面の一部になります。

パンフレット作成日：平成30年1月29日　0440－1901－1009

契約解除の日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目から8日目までの取消

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までの取消

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合

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％

旅行代金の 50％

旅行代金全額

1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 

2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを含みます。）その他の旅行
の目的地の変更

3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更（変更後の
等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合
に限ります。）

4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 

5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便へ
の変更

6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5

3.0

2.0
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変更補償金の支払いが必要となる変更
1件あたりの率（%）

旅行開始前 旅行開始後

立川支店株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
〒190-0012　東京都立川市曙町1-25-12 オリンピック曙町ビル8階
TEL:042-523-2441
営業時間 ： 09：00～17：45 （休業日 ： 土曜・日曜・祝祭日）
＊休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、
　翌営業日の受付となります。
（担当：梶原・片岡・たましんデスク） 総合旅行業務取扱管理者： 石川貴・四宮正臣
観光庁長官登録旅行業第2053号・一般社団法人日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員

お問い合わせ・お申込先・旅行企画・実施企画監修

企画協力 株式会社 多摩情報メディア
旅行センター

10450202(01)
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行程 食事

■ 春帆楼（1日目）
明治27（1894）年に開戦した日清
戦争で、翌年、伊藤博文らにより日
清講和条約（下関条約）が締結され
た場所。講和会議は2階の大広間
で行われ、現在は隣接地に当時の
部屋を再現した日清講和記念館が
建っている。

■ 元乃隅神社（2日目）
123基の赤い鳥居が、壮大な日本海へと連なる景
色で一躍有名になった神社。大鳥居の上部に設置
された賽銭箱に、賽銭を投げ入れることができた
ら願い事が叶うといわれている。商売繁盛、大漁、
安全祈願、良縁、願望成就などにもご利益がある。

■ 国宝瑠璃光寺五重塔 
      （3日目）
室町時代に大内義弘の菩提を弔うため
に建てられた。室町建築としては装飾が
少ない五重塔は、その美しさで法隆寺、
醍醐寺とともに日本三名塔の一つに評さ
れる国宝建造物。

■ 旧毛利家本邸・毛利博物館 （3日目）
維新の功労者、旧長州藩主毛利氏の庭園。壮大な石組や植栽
が、当時の栄華を偲ばせる。部屋数60以上の旧毛利家本邸も見
ごたえ十分。

■ 松下村塾（2日目）
倒幕に奔走した高杉晋作や初代内
閣総理大臣の伊藤博文など、明治維
新の立役者なった志士が学んだ私
塾。世界遺産にも登録された建物
は、松陰神社の境内に建ち、外から
内部を見学することができる。

■ 萩・明倫学舎（2日目）
日本近代化の礎を築き、新時代を牽引した多くの先人が通った
萩藩校明倫学舎館。その跡地に建ち、2014年まで小学校の校舎
として使われていた伝統ある学びの舎を、現在は幕末や萩の歴史
資料館として公開している。

■ 赤間神宮（1日目）
源氏に敗れ、入水して亡くなった安徳天皇を
祀る。平家の武将たちが慰霊となって現れる
怪談「耳なし芳一」の舞台でもあり、七盛塚が
ある。毎年5月には安徳天皇の霊をなぐさめる
先帝祭が行われる。

■ 角島大橋（1日目）
南国を思わせるほど青く透き通った海に架か
る全長1780mの角島大橋。北長門海岸国定
公園の中にあるため、周りの美しい海の景観
に配慮して設計されている。橋を渡る車窓から
は遠浅の海のグラデーションや、回りこむよう
に横切る鳩島が楽しめる。

萩城下町
吉田松陰や高杉晋作が歩いた町は今も変わらぬ姿を残す
江戸時代に描かれた古地図とほとんど変わらない町並みが残り、その一部は世界遺産にも登録されて
いる。菊屋横町や江戸屋横町は、細い通りに昔ながらの家屋が並び、着物を着て歩きたくなる名所だ。

門司港の
レトロ建築

明治22（1889）年に北九州の海外貿易の拠点として開港した門司港。JR門司港駅周辺の門司港
レトロ地区には、明治から大正時代に建てられた建造物が今も残る。当時の繁栄を感じられる建築
美を見に、古き良き洋館を訪ねてみよう。

山口をめぐる旅 ～一度は見たい絶景角島・元乃隅神社、明治維新の舞台萩～

長門湯本温泉　　　◎ 旧毛利家本邸・毛利博物館見学　　　　○ 瑠璃光寺五重塔見学 　　長州苑（お買物）

　　湯田温泉（昼食）　　　　　小郡IC　　　　　　門司港IC　　　　　　○ 門司港レトロ地区散策

　　北九州空港 　　　　　　　　羽田空港　　　　　　たましん各営業店

行程表（2泊3日）

1日目1日目

2日目2日目

3日目3日目
※天候、交通事情、利用機関等の都合により、日程、時間、利用施設等が変更になる場合がございます。

たましん各営業店　　　　　　羽田空港　　　　　　　北九州空港　　　　　　下関：春帆楼本店（昼食）／

○ 日清講和記念館見学　　　　　　○ 赤間神宮参拝　　　　　　道の駅豊北（休憩）　　　　　　

　　○ 海土ヶ瀬公園見学　　　　　　○ 角島大橋眺望見学　　　　　　下関つくの温泉（泊）

下関つくの温泉　　　　　　○ 元乃隅神社参拝      　　　　　　村田蒲鉾店（お買物）　　　　　

　　○ 松陰神社参拝／松下村塾見学　　　　　萩焼会館にて昼食／お買物　　　　　◎ 萩・明倫学舎見学　

　　○ 萩・城下町散策　　　　　海鮮村北長門（お買物）　　　　　　　長門湯本温泉（泊）

朝：○

昼：○

夕：○

朝：×

昼：○

夕：○

朝：○

昼：○

軽：○

         5：30～7：30　　　　　　　　　　　　　　　 10:15  　　　  　           　　12：05

                　　　     16：55

ふぐ尽くし料理

ブランド牛「見蘭牛」のすき焼き

瓦そば

 　　　　8：15

                           16：45

      8：30

 　　　　16：45  　18：10   19：30～21：30

日本航空 373便

エコノミークラス

日本航空 376便

エコノミークラス

　　　　　　貸切バス　　　　　　徒歩　　　　　　  航空機　　◎ 入場観光　　◯ 下車観光　　　食事：　○ あり、× なし

旅行代金
募 集 人 員 ： 1班当たり80名（最少催行人員各班60名）
募集締切日 ： 各班ご出発日の40日前    
  （該当日が土・日・祝日の場合は直前の平日）
利用ホテル ： ホテル西長門リゾート（バス・トイレ付和室2名1室利用）

  大谷山荘（バス・トイレ付和室2名1室利用）
  ＊本コースは1名1室利用の設定はございません。
  ＊本コースは2名1室条件で相部屋をお受けいたしま
す。他に相部屋希望の方がいらっしゃらないなどの
理由により、部屋をお一人で利用される場合は一
人部屋利用追加代金はいただきません。

利用航空会社 ：日本航空
利用バス会社 ： 萩観光、祐徳自動車
食　　　事 ： 朝食2回 昼食3回 夕食3回（うち軽食1回）
添　乗　員 ： 営業店前より全行程同行いたします。

大人お一人様（2名1室利用） 149,800円（
税
込
）

旅行代金に含まれるもの
航空券代（エコノミークラス）、貸切バ
ス代、宿泊代（バス・トイレ付和又は洋
室2～4名利用）、食事代（朝食2回、昼
食3回、夕食3回、うち軽食1回）、入場
料、有料道路・駐車場代、添乗員費用。  
※上記旅行代金はお客さまの都合によ
り、一部利用されなくても払戻致しませ
ん。
【旅行代金算出基準日】平成30年12月21日
旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれませんが、
参加に当たって通常必要となる費用を
例示します。
①個人的性格の諸費用（飲物代、電話代
等）②任意の旅行傷害保険料

班 旅　行　期　間 出　発　営　業　店

5月8日㈬～5月10日㈮

5月9日㈭～5月11日㈯

5月12日㈰～5月14日㈫

5月14日㈫～5月16日㈭

5月19日㈰～5月21日㈫

5月20日㈪～5月22日㈬

5月21日㈫～5月23日㈭

片倉支店、八王子駅前支店、京王八王子支店/
散田支店、西八王子支店、八木町支店、
八王子中央支店

花小金井支店、小金井支店、小金井南口支店/
ひばりが丘支店、田無支店、境支店 

羽村支店、福生支店、拝島支店/
あきる野支店、秋川支店

栄町支店、幸町支店、国立支店/
富士見町支店、南口支店、錦町支店、東立川支店

砂川支店、本店/昭島駅前支店、昭島支店 

小平支店、一橋学園支店、学園東支店/
東村山支店、秋津支店、東久留米支店

東大和支店、村山支店、瑞穂支店/
残堀支店 

1 班

2 班

3 班

4 班

5 班

6 班

7 班

ご旅行日/出発営業店

2019年


