
■ご旅行日�

　第1班…6月8日（水）�
　　　　　福知山・綾部・舞鶴・高浜・亀岡・京丹波　各地区の皆様�

　第2班…6月9日（木）�
　　　　　宮津・与謝・京丹後　各地区の皆様�
■旅行代金（大人お一人様）�
　・年金友の会会員様11,800円　・非会員様12,800円�
■観光コース�

■ご旅行日�
　第1班…5月19日（木）�
　　　　　宮津・与謝・京丹後　各地区の皆様�

　第2班…5月24日（火）�
　　　　　福知山・綾部・舞鶴・高浜・亀岡・京丹波　各地区の皆様�
■旅行代金（大人お一人様）�
　・年金友の会会員様16,900円　・非会員様17,900円�
■観劇コース�

日帰り�ほくとしんきん  年金友の会　　　親睦旅行�ほくとしんきん  年金友の会　　　親睦旅行�ほくとしんきん  年金友の会　　　親睦旅行�
今年度の日帰り旅行は、　　　　　　と　　　　　　　　をご用意させていただきました。�観劇コース� 観光コース�
【参加資格】ご夫婦・知人・お友達グループで参加していただけます。�
　　　　　　　（但し、ご参加者の中にお一人、年金友の会会員様のご参加が条件となります）�
　　　　　　　　　 《※注》詳しい参加資格につきましては、店頭または営業係へお尋ねください。�

各地━━━━━━〈舞鶴若狭・中国・阪神高速〉━━━�
�
宝塚大劇場『ME  AND  MYGIRL』（花組公演）�
�
━━めんたいパーク神戸三田（工場見学とお買物）�
�
━━〈阪神高速・中国・舞鶴若狭〉━━ 各地�

7：30～9：15�

�

10：15　　　　　　　　　　　　　　14：00�

�

　　14：30　　　　　　　　　　　　　　15：30�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　16：30～18：20

日次� 行　　　　　　　程　　［記入例］━バス� 食事�
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（お願い）この行程は、最新の情報に基づき作成しておりますが、交通機関、各地の道路状況により時間が�
　　　　　変更になる場合がございます。確定行程は、最終案内書面（しおりにてご案内致します。）�

日次� 行　　　程　［記入例］━バス　+ロープウェー　…徒歩� 食事�

各地━━━━〈京都縦貫・京滋バイパス・名神〉━━竜王IC━━�
�
━━道の駅アグリパーク竜王（さくらんぼ狩り）━━�
�
�
水茎焼きカフェレストラン（昼食）━━日牟禮八幡宮++山頂�
�
……八幡城跡（散策）……山頂++日牟禮八幡宮━━━�
�
�
�
ラ・コリーナ近江八幡（お買物）━━━━鮎家の郷━━━�
�
〈名神・京滋バイパス・京都縦貫〉━━━━ 各地�

7：30～9：15�

�

　　10：45　　　　　　　　　　　　11：45�

�

�

12：20　　　　　　　　13：20　　13：40�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：50�

�

�

�

15：00　　　　　　15：45　　　　16：00　16：30�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  17：50～19：30
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（お願い）この行程は、最新の情報に基づき作成しておりますが、交通機関、各地の道路状況により時間が�
　　　　　変更になる場合がございます。確定行程は、最終案内書面（しおりにてご案内致します。）�

©めんたいパーク神戸三田�

※写真はすべて�
　イメージです�

※写真はすべてイメージです�

観光コース�近江八幡�
 ～歴史探訪と近江のグルメの旅～�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●募集型企画旅行契約　この旅行は㈱JTB西日本（大阪市中央区久太郎町2-1-25　観光庁長官登録旅行業務第1768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、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前に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。�

●旅行のお申し込み及び契約成立時期　（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、旅行代金を添えてお申し込みください。　（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と旅行代金の支払をして�

　いただきます。　（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。�

●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、右記の金額を取消料として申し受けます。�

●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、食事代、旅行取扱料金、及び消費税等諸税これらの費用は、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費用は含みません。）�

●特別補償　当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又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程に基づき、お客様が募集企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の�

　金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。◎死亡補償金：1,500万円◎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（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）�

●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、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。（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。）�

●個人情報の取扱について　（1）当社及び販売店は、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、イベント企画である京都北都信用金庫とお客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等の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に手続に必要な範囲内で利用させてい�

　ただきます。（2）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。�

●旅行条件・旅行代金の基準　この旅行条件は2016年4月1日を基準としております。又、旅行代金は2016年4月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。�

1. 11日目にあたる日以前の解除�

2. 10日目にあたる日以降の解除（3～6を除く）�

3. 7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）�

4. 旅行開始日の前日の解除�

5. 当日の解除（6を除く）�

6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加�

無　　　　　　料�

旅行代金の2 0％�

旅行代金の3 0％�

旅行代金の4 0％�

旅行代金の5 0％�

旅行代金の100％�

取消料（お1人様）�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�

申込書は裏面です�
裏面もご覧下さい\

営業日・営業時間／月～金（9：30～17：30）  ※土・日・祝は休業�
総合旅行業務取扱管理者／阿部　貴昭　　担当者／矢野　義知�

●旅行のお申込み・お問い合わせは…�

JTB西日本 福知山支店�
　  10773-22-5125  50773-24-5087

※総合（国内）旅行業務取扱管理者とはお客さまの旅行を取り扱う支店（営業所）での取引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。�

〒541-0056　大阪市中央区久太郎町2-1-25�
観光庁長官登録旅行業第1768号�
一般社団法人日本旅行業協会正会員�

●旅行企画・実施�

JTB西日本�
●イベント企画�

地域元気宣言の�

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。�旅行条件（要約）�

関西近郊にある�
唯一の�
めんたいパーク�

県内最大の�
お土産物屋�

近江牛すき焼一人鍋をお召し上がりください。�

和・洋菓子のメインショップをはじめ、たねや農藝、飲食店などがございます。�
ゆっくりと寛ぎながら、お買物をお楽しみください。�

©八幡山ロープウェー�

©道の駅アグリパーク竜王道の駅アグリパーク竜王�©道の駅アグリパーク竜王�

©ラ・コリーナ近江八幡ラ・コリーナ近江八幡�©ラ・コリーナ近江八幡�

©水茎焼きカフェレストラン水茎焼きカフェレストラン�©水茎焼きカフェレストラン�

八幡城跡八幡城跡�八幡城跡�

日牟禮八幡宮日牟禮八幡宮�日牟禮八幡宮�

花組公演「ME  AND  MY  GIRL」©宝塚歌劇団）�

観劇コース�宝塚大劇場（花組公演）�“ME  AND  MY  GIRL（ミー＆マイガール）”�

1階指定席�

昼食は、団体レストラン�
「エスプリホール」で�
お弁当をお召し上がり�
ください。�

共通�

■募集人員　第1班…80名（最少催行人員70名）�
　　　　　　　　　　宮津・与謝・京丹後地区�
　　　　　　第2班…120名（最少催行人員105名）�
　　　　　　　　　　福知山・綾部・舞鶴・高浜・亀岡・京丹波地区�
■募集受付期間　平成28年4月4日（月）～4月18日（月）まで�

■募集人員　第1班…120名（最少催行人員105名）�
　　　　　　　　　　福知山・綾部・舞鶴・高浜・亀岡・京丹波地区�
　　　　　　第2班…80名（最少催行人員70名）�
　　　　　　　　　　宮津・与謝・京丹後地区�
■募集受付期間　平成28年4月4日（月）～4月28日（木）まで�

※定員になり次第締め切らせて戴きますのでお早めにお申込みください。　※バスの座席は、申込順に前列から座席指定とさせていただきます。�
■食事条件…昼食1回　■添乗員…同行致します。　■申込方法… 裏面の申込書 に必要事項をご記入の上、旅行代金を添えて最寄りの本支店窓口経由でJTB西日本へお申込みください。�
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①当書面に記載の旅行条件（要約）の個人情報の取扱に同意の上、申込みます。　②個人情報の取扱に関するお問い合わせ先　㈱JTB西日本福知山支店　担当：矢野義知　TEL0773-22-5125

※ご希望コース・ご希望日に○印　どちらもご参加の場合は２枚申込書をご記入ください。�

ご希望コース� ご希望日�観劇コース・観光コース�

電話番号� ― ― ― ―携帯番号�

ご 住 所�お名前� （男・女）　　歳�

グループの場合�
代　表　者　名�

日次�

各地 ……………… 伊丹空港 ━━━━━━ 長崎空港 ===== 長崎市内（昼食）===== 永井隆記念館、如己堂（車窓） �
6：10～7：10発　　 　9：40頃　　　　　　　　 11：00頃�
==== 長崎平和公園 ==== 雲仙温泉の旅館（泊）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　 17：00頃�

ホテル ====（九州自動車道）==== 太宰府天満宮参拝 ==== 博多めんたいこ工場 ==== 博多市内（昼食）===�
8：00�

博多駅 -------- 新神戸駅 …………… 各地�
14：00頃　　　　　　　　　 16：30頃　　　　　　　18：20～19：20頃�

1

2

3

ほくとしんきん年金友の会　日帰り旅行　申込書�

行程（交通事情によりコースおよび時間等は変更になる場合があります）�［記入例］……送迎バス　　==貸切バス　　--ＪＲ　　━━航空機　　～～船�

［切り取り線］�

裏面もご覧下さい\
この旅行はまだ募集を開始しておりません。�

詳細及び申込方法等につきましては、8月頃正式な募集広告にてご案内申し上げます。�

［観劇コース］宝塚大劇場（花組公演）“ME AND MY GIRL（ミー＆マイガール）”�

【観光コース】近江八幡　～歴史探訪と近江のグルメの旅～�
※ご提供いただきました個人情報は、�
　旅行の案内、連絡等に利用させていただきます。�

5月19日（木）・5月24日（火）�観
劇� 6月8日（水）・6月9日（木）�観

光�

観劇コースの座席につきましては指定席になります。�
申込順に前列から座席指定とさせていただきます。�

ホテル ==== 口之津港 ～～～～（イルカウォッチング）～～～～ 天草松島港 ==== 藍のあまくさ村 ==== 三角駅 �
8：30�

----------- 熊本駅 ==== 熊本城散策 ==== 熊本市内（夕食）==== 熊本市内のホテル（泊）�
　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20：00頃�

貸切列車�

特急『A列車で行こう』�

写真はすべてイメージです�

お�知�ら�せ�

白雲白雲の池と雲仙温泉雲仙温泉�白雲の池と雲仙温泉�

ご好評の�

天草天草イルカウォッチング�天草イルカウォッチング�

熊本城熊本城�熊本城�

長崎・熊本3日間の旅 長崎・熊本3日間の旅 長崎・熊本3日間の旅 長崎・熊本3日間の旅 

長崎平和公園長崎平和公園�長崎平和公園�

特急特急『A列車列車で行こう』�特急『A列車で行こう』�

【秋のほくとしんきん 年金友の会 親睦旅行】�【秋のほくとしんきん 年金友の会 親睦旅行】�

新幹線「さくら号」�

利用予定�


