
 

 

 
 

 

 
 
 
           

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行     程    （JRのダイヤ改正により新幹線発着時刻変更の可能性があります） 

２０１９年 

８/３ 
（土） 

ハローキティ新幹線                     ハローキティ特別メニュー 

 こだま 730号      大型バス・ガイド付      （昼食と見学）              
広島駅 ◧◧◧◧◧ 西明石駅 ═══ ◎ＨＥＬＬＯ ＫＩＴＴＹ ＳＭＩＬＥ ═══  
   8:13    10:50    11:10  12:10                       15:30   
 
○あわじ花さじき ═══ 淡路（泊） ･････ ホテルバンケットにて夕食  

16:10  

８/４ 
（日） 

                           （昼食：スコーラ A コース）  
ホテル ═══ ◎クラフトサーカス ═══  のじまスコーラ  ═══  

  10:00    10:30      12:00     12:15    14:00   
 
 
 
 
                                       のぞみ 41号    

═══ ◎北野異人館めぐり ═══ 新神戸駅 ◧◧◧◧◧ 広島駅  

15:00        16:30   16:45   17:18      18:26  

天候や交通事情により一部行程、また時刻改正によりＪＲの運行時間が変更となる場合もございます。    
上記観光の表記の●は入場又は乗船、◎は下車、○は車窓からの観光となります。 バス  ＪＲ   徒歩  
※写真提供 ★印ＤｉｇｉＣａｂｉ  写真はすべてイメージ画像です。弊社より提出いたしました写真・イラスト等に関しましては転用をお断りいたします 

                

    ウェスティンホテル淡路 
 
豊かな自然に囲まれたリゾートホテルです。ウェスティン北米本部

で究極の眠りのために開発された、雲の上の寝心地の「ヘブンリー

ベッド」を導入。大阪・神戸のベイエリアや広大な公園、緑とのコ

ントラストが美しい安藤建築など、様々な風景を臨むバルコニーが

あり、専用のチェアとテーブルをご用意。 

お         一人様／（おとな・こども同額） 

客室タイプ 洋室・バス・トイレ付 

２名１室利用 ６４，５００円 

１名１室利用 ７８，０００円 

  

朝食 1回/昼食 2回/夕食 1回 

広島駅から１名同行します 

2019 年８月３日(土)～８月４日(日) 
～ こだわりのポイント ～ 

① ハローキティ新幹線（こだま730号）の指定席確保！ 

② 昨年オープンのＨＥＬＬＯ ＫＩＴＴＹ ＳＭＩＬＥ 

にて＜ハローキティ特別メニュー＞をご用意！ 

③ 緑豊かな淡路島に佇む、癒しのリゾートの 

「ウェスティン淡路」へ宿泊いただきます！ 

＊利用バス会社：神姫観光バス 

２５名 （最少催行人員２０名） 

淡路島の海沿いの空間を舞台とし、 

開放感あふれる会場で開催される 

ビーチテラスレストラン＆クラフトマーケットです。 

２０１０年に閉校となった淡路市立野島小学校が、 

自然やアート、美味しい料理を堪能できる空間 

「のじまスコーラ」として「農・食・学・芸」のキーワードのもと、 

新たにオープンした施設です。 

★外観イメージ 

★朝食イメージ ★バルコニーイメージ 

★客室イメージ（一例） 



 

 

 

 

 

 「旅行手配等のために必要な範囲内で運送・宿泊機関等その他、そごう広島店への個人データの提供について同意のうえ、以下の旅行に申し込みます。」 

ご参加者（代表者様） 

会員（証）番号  キャンセル待ち      可   ・  不可 

お 名 前 性別 住    所 

フリガナ 男 

・ 

女 

〒      - 
 

 

携帯 TEL（     ）      － 

 

 

（ご年齢：     才） 

 ご参加者（同行者様） 

会員（証）番号   

お 名 前 性別 住    所 

フリガナ 男 

・ 

女 

〒      - 
 

 

携帯 TEL（     ）      － 

 

 

（ご年齢：     才） 

 ※ご同行者が３名様以上の場合は、本申込書をコピーの上、ご送付ください。 

 

 

 

旅行条件書（要約） ★お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

 

●募集型企画旅行契約 

この旅行はＪＴＢ広島支店（広島市中区紙屋町 2-2-2  観光庁長官登録旅行業第 64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」といいます。）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、下記のお申込金を添えてお申し込みください。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、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 

（４）お申込金（おひとり）  30,000 円から旅行代金まで。 

●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（お申し込みが間際の場合

は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携ｶｰﾄﾞ会社のｶｰﾄﾞ会員であ

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。

この場合のｶｰﾄﾞ利用日は、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。 

●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。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

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（日帰り旅行にあっては 10日目）に
あたる日以降の解除（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．当日の解除（６を除く） 旅行代金の 50％ 

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

●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（注釈のないかぎり普通指定席）、宿泊費、食事代、ｺｰｽに

示した観光入場料及び消費税等諸税。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。） 

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 

当社提携ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社のｶｰﾄﾞ会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や

取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件に申込を受けた場合、通常の

旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。ま

た取扱できるｶｰﾄﾞの種類も受託旅行業者により異なります。） 

（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail 等電

子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会

員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 

（２）与信等の理由により会員のお申し出のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞでのお支払いができない場合、当社は通信契

約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日ま

でに現金による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。 

 

●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、

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

いて運送・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）参加者名簿はそごう広島店へ提供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 2019 年 5 月 1 日を基準としております。又、旅行代金は 2019 年 5 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。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしま

せん。 

●国内旅行保険への加入について 

より安心してご旅行いただけるためにも、ご旅行中の病気や事故に備えて国内旅行傷害保険への

加入をお勧めします。 
 

■ご旅行のお問い合わせ・お申し込みは 

株式会社ＪＴＢ ロイヤル旅サロン広島店 

ＴＥＬ：０８２－２１２－０５１１ 
ＦＡＸ：０８２－２２２－１３６５ 
〒730-0011 広島市 中区 基町 6-27 そごう広島店本館 8 階 
休業日：休業日：不定休・ そごうの休業日    営業時間 10：00～18：00 
総合旅行業務取扱管理者  中島東子 

 
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、  

担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。  
 

 

承認番号 2019-0772  

【 国内旅行保険（任意）】 

加入希望の有無について、「必要」または「不要」どちらかにチェックをしてください。   □ 必要  □ 不要 

加入をご希望の方には、パンフレットと申込用紙をお送りいたします。 

 

ＪＴＢ広島支店 
64 号 

★お申し込み方法★ 

ご来店、お電話またはＦＡＸにて先着順で受け付け致します。 

TEL:082-212-0511／FAX:082-222-1365 


