
日
次 行 程 [記入例] バス

食
事

1

堺の偉人、千利休と与謝野晶子の生涯や功績に触れる

各地さかい利晶の杜
6:00～8:00 9:45                10:30

お食事処あんちん甘夏狩り
12:00 （昼食） 13:00 13:20   14:10 
醤油発祥の地・紀州湯浅で170年の歴史に裏打ちされた伝統に触れよう

湯浅醤油(工場見学とお買物)各地
14:40   15:30        18:00～20:00 

昼
食
（海
鮮
御
膳
）

契 約 解 除 の 日 取消料率(お一人様)

旅行開始日の

前日から起算してさ
かのぼって

11日目に当たる日以前 無料

10日目にあたる日以降 ２０％

7日目にあたる日以降 ３０％

旅行開始日の前日 ４０％

旅行当日 ５０％

旅行開始後又は無連絡不参加 １００％

■ご旅行日 平成29年
第1班：5月17日(水)  京丹後地区の皆様

第2班：5月19日(金) 舞鶴・高浜地区の皆様

第3班：5月23日(火) 宮津・与謝地区の皆様

第4班：5月24日(水) 福知山・綾部・亀岡・京丹波地区の皆様

■旅行代金(大人お一人様）

・年金友の会会員様 12,000円 ・非会員様 13,000円
■募集人員 各班８0名 (最少催行人員７０名)
■募集受付期間 平成29年4月3日(月)～4月17日(月)まで

※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）にてご案内いたします。

ご 旅 行 条 件 ( 要 約 )
※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、お申込み下さい。

８、個人情報の取扱
（１）当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、当社グループ会社及び販売店では、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扱に関する方針等についてはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(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窓口に出発の１０日前
までにお申し出下さい。

９、このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、平成２９年３月１日現在を基準としています。

◆旅行企画・実施◆

日本旅行T i S福知山支店
〒620-0045  京都府福知山市駅前町439

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会員

この旅行は、㈱日本旅行ＴｉＳ福知山支店(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）所定の申込書に必要事項をご記入の上、旅行代金を添えてお申込み下さい。お申込金は旅行

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）旅行代金はお申込みの際にお支払いいただきます。

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１３日目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、食事代、入場料、消費税等諸税及び添乗員同行費用が含まれます。
旅行日程に記載のない交通費等の諸経費及び個人的性質の諸経費は含まれません。

４、取消料…お客様は、右記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、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｡

＜国内旅行傷害保険加入のおすすめ＞
安心してご旅行いただくため、お客様自身で保険をおかけになることをおすすめいたします。

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｡

◆旅行のお申込み・お問合せ◆

TEL0773-23-8631
FAX0773-23-8637

営業日・営業時間／月～土(10:00～18:00)  日・祝休業
総合旅行業務取扱管理者：小板 尚人 担当者：田中 隆

※お客様の旅行を取り扱う支店での説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

申込書は裏面です
裏面もご覧下さい ⇨

◆イベント企画◆

日帰り旅行は、 と をご用意させていただきました。

【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１人、年金友の会会員様のご参加が条件となります）

※詳しい参加資格につきましては、店舗または営業係へお尋ねください。

＜共通のご案内＞※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。※バス座席は申込順に前列から座席指定とさせて戴きます。
■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、最寄の本支店窓口経由で日本旅行へお振込み・お申込みください。

※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）にてご案内いたします。

日
次 行 程 [記入例] バス ……徒歩

食
事

1

名門ホテルのお料理をブッフェ形式でお好きなだけお楽しみ下さい

各地ヒルトン大阪「チェッカーズ」………
8:15～10:00 11:30           (昼食) 12:45

３２年もの驚異的ロングランを続ける独創性たっぷりのミュージカル

大阪四季劇場『キャッツ』(Ｓ席)各地
13:00 公演予定時間13:30～16:00 16:30 18:00～19:45  

昼
食
（ブ
ッ
フ
ェ
）

■ご旅行日 平成29年
第1班：6月15日(木)  宮津・与謝地区の皆様

第2班：6月16日(金) 福知山地区の皆様

第3班：6月23日(金) 舞鶴・高浜地区の皆様

第4班：6月29日(木) 京丹後地区の皆様

第5班：7月 6日(木) 綾部・亀岡・京丹波地区の皆様

■旅行代金(大人お一人様）

・年金友の会会員様 20,000円 ・非会員様 21,000円
■募集人員 各班４0名 (最少催行人員３５名)
■募集受付期間 平成29年4月3日(月)～4月28日(金)まで

観光コース
さかい利晶の杜と和歌山
～海の幸グルメと甘夏狩り～

大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞
と名門ホテルブッフェ

観劇コース

※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです©1981RUG 撮影：荒井健
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記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。
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記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。
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この貴重

 

（男・女）

㈱日本旅行ＴｉＳ福知山支店

記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。

この

及び申込方法につきましては、

※ご希望コース・ご希望日に○印をご記入下さい。どちらもご参加の場合は申込書を２枚ご記入下さい。
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上質な
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大神神社

                                         

日本三文殊第一霊場

金峯山寺 =====

                          

この貴重

             

（男・女）    歳 

㈱日本旅行ＴｉＳ福知山支店  

記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。

この旅行は

つきましては、

をご記入下さい。どちらもご参加の場合は申込書を２枚ご記入下さい。

観劇コース ご希望日

 ～海の幸グルメと甘夏狩り～

な大人旅

近鉄観光特急                     

奈良・中南和地区の旅

近鉄観光特急

行程（交通事情によりコース及び時間等は変更になる場合があります）

けはや座」 

大神神社 ======

                                         

日本三文殊第一霊場 安倍文殊

===== 吉野駅

          16:04

この貴重な機会を是非お見逃しなく！

            

 

ご住所 

電話番号

  担当：小板 

記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。

旅行はまだ

つきましては、平成２９年８月頃正式

をご記入下さい。どちらもご参加の場合は申込書を２枚ご記入下さい。

ご希望日 
＜観光＞

＜観劇＞

～海の幸グルメと甘夏狩り～

大人旅

                    

奈良・中南和地区の旅

近鉄観光特急「青の交響曲

行程（交通事情によりコース及び時間等は変更になる場合があります）
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====== 柿の葉

                                         

安倍文殊院 
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16:04                 

切り取り線
な機会を是非お見逃しなく！

            

 〒  

電話番号 

 尚人 ＴＥＬ０７７３－２３－８６３１

※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。

記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。

まだ募集を開始しておりません。

平成２９年８月頃正式

をご記入下さい。どちらもご参加の場合は申込書を２枚ご記入下さい。
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な機会を是非お見逃しなく！
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ＴＥＬ０７７３－２３－８６３１

※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。

【観劇コース】大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と

記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。

募集を開始しておりません。

平成２９年８月頃正式

をご記入下さい。どちらもご参加の場合は申込書を２枚ご記入下さい。

  5 月 17 日

6 月 15 日(

～海の幸グルメと甘夏狩り～ 

がコンセプト

                    

奈良・中南和地区の旅

（シンフォニー）
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な機会を是非お見逃しなく！

             

    － 

ＴＥＬ０７７３－２３－８６３１ 

※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。

【観劇コース】大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と

記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。

募集を開始しておりません。

平成２９年８月頃正式な募集広告にてご案内申し上げます。

をご記入下さい。どちらもご参加の場合は申込書を２枚ご記入下さい。

日(水)   5

(木)  6 月

※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。

がコンセプト

                    

奈良・中南和地区の旅

シンフォニー）」

=== 徒歩

山本（昼食） 

桜井店 ======

                                         

（昼食） ・・・・・・・

交響曲
シンフォニー

】 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋大阪阿部野橋駅

                 17:22

な機会を是非お見逃しなく！

※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。

【観劇コース】大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と

記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。

募集を開始しておりません。

募集広告にてご案内申し上げます。

をご記入下さい。どちらもご参加の場合は申込書を２枚ご記入下さい。

5 月 19 日(

月 16 日(金)  6

※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。

がコンセプト
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奈良・中南和地区の旅

」 

徒歩・・・・ 私鉄

 ==== 白玉屋榮壽本店

====== 橿原市内

                                         17:00

・・・・・・・ 

 

大阪阿部野橋駅

17:22            

な機会を是非お見逃しなく！

携帯番号

※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。

【観劇コース】大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と

記入する個人情報を旅行手記、手続代行のために必要な範囲内で宿泊・運輸機関その他の第三者に提供されることを同意の上申込ます。  

募集を開始しておりません。

募集広告にてご案内申し上げます。

をご記入下さい。どちらもご参加の場合は申込書を２枚ご記入下さい。 

(金)   5 月

)  6 月 23

※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。

がコンセプト 

で楽しむ

奈良・中南和地区の旅 

世界

私鉄＋＋＋ 

白玉屋榮壽本店

市内ホテル

17:00 

 

大阪阿部野橋駅 =====

            

な機会を是非お見逃しなく！ 

携帯番号 

※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。

【観劇コース】大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と

募集を開始しておりません。 

募集広告にてご案内申し上げます。

 

月 23 日(火

23 日(金)  6

※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。

 

楽しむ 

 

世界文化遺産

安倍

※写真

白玉屋榮壽本店 ・・・・・・・

ホテル 他 （宿泊

======== 

            20:00

－

※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。

【観劇コース】大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と名門ホテルブ

募集広告にてご案内申し上げます。

火)   5 月 24

)  6 月 29 日(

※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。

 

文化遺産 金峯山寺

安倍文殊院 

写真はいずれもイメージです

・・・・・・・ 

宿泊） 

 各地 

20:00 頃着 

－    － 

※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。

名門ホテルブ

募集広告にてご案内申し上げます。 

24 日(水) 

(木)  7 月

※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。

金峯山寺 

いずれもイメージです

 

 

 

※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。

名門ホテルブッフェ  

 

月 6 日(木) 

※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。

いずれもイメージです 

※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。 

 

 

※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。 


