●モニターの皆様には、旅行終了後、本ツア
ーに関するアンケートにお答えいただきま
す。（Ａ4 ６枚程度）

子供（小学生以下）：１６，０００円

広島港からチャータークル
ーズで平清盛ゆかりの音戸
の瀬戸・大三島・鞆の浦を
巡り高松へ。２日目は屋島・平
家物語歴史館、KOBE de
清盛・歴史館・ドラマ館を観
光します。ハーバーランドフ
リータイム（1 時間付）
お帰りはらくらくＪＲで！

●ご旅行代金に含まれるもの
日程表記載のバス代、ＪＲ代、乗船代、宿泊費、食事代、入館料

平清盛 音戸の瀬戸ドラマ館
開催期間：2012 年 1 月 14 日(土)～
2013 年 1 月 14 日(祝・月)

撮影に使用された和船や衣装が目の前
に。ドラマの感動がよみがえります。
写真提供：大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会事務局

ＫＯＢＥ de 清盛･ドラマ館
からバスで高松の屋島・平家
物語歴史館を巡ります。
２日目はチャータークルーズで
平清盛ゆかりのしまなみ海
道・音戸・鞆の浦・世界遺産
宮島を観光します。
お帰りはらくらくＪＲで！

■ 出発コース／ Ａ：広島港発コース
Ｂ：神戸（ハーバーランド）発コース
＜各コース共通＞
■ 旅行期間／ ２０１２年３月２４日（土）～３月２５日（日）
■ 募集人員／ 各コース ５０名様限定
■ 最少催行人員／ 各コース ２０名様
■ 添 乗 員 ／ 同行します
■ 食
事 ／ 朝：１回、昼２回、夕０回（夕食は含んでいません）
■ 宿
泊 ／ 高松ワシントンホテルプラザ （高松市瓦町 1-2-3）
又は リーガホテルゼスト高松 （高松市古新町９－１）
※ホテルは指定できません。ツインを希望の方はご相談ください

ＫＯＢＥ de 清盛 ２０１２ 開催期間： 2012 年 1 月 21 日(土)～2013 年 1 月 14 日(祝・月)
ハーバーランド会場：出演者の衣裳、オリジナル映像や、ジオラマと CG で幻の福原京を再現。
大輪田泊会場：平安時代の暮らしや、福原京に関する遺跡や出土品の展示など、見どころ豊富。
写真提供：電通パブリックリレーションズ

行
広島港発

１日目
３／２４
（土）

（海上自衛隊呉基地）

8:30
11：20
～

高松駅

（水島航路 塩飽諸島：本島・広島等）

（瀬戸大橋）

15:10

●KOBE de 清盛歴史館
14:30
15：45

●屋島山上（琵琶演奏）
10:10
11：10

２日目
３／２５
（日）

高松港

夕食は各自にて

●ドラマ館（ハーバーランドフリータイム）
16:00
18：00

KOBE de 清盛・ドラマ館（集合） ●歴史館
昼食/淡路島
9:00
10：00
10：15 11:30 12:10 13:00

高松泊

昼食/鳴門公園
12:20

行

３／２４
（土）

（阿伏兎観音）

17:05

●高松平家物語歴史館
9：00
9：50

8：40

（大久野島） （因島大橋）

13：20

鞆の浦港…上陸 休憩…鞆の浦港

３／２５
（日）

１日目

(船上より)

（安芸灘大橋） ○「平清盛」海上ロケ地【柏島】

宮浦港・・・昼食/せとうち茶屋･･･●大山祗神社（宝物館）見学･･･宮浦港

14:40

２日目

程

開館時間：9：30～
音戸港・・・●音戸の瀬戸ドラマ館・・・音戸港
9:30 ～
9：55

（明石海峡大橋）

13:10

新神戸

広島駅
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18：42

19：58

程

●鳴門公園
14:00 14:30

●屋島山上（琵琶演奏）
15:30
16:20

●高松平家物語歴史館 高松市内
16:40
17:30 17:50

（ハーバーランド内 最寄：ＪＲ神戸駅）

夕食は各自にて
高松泊

高松港発

（瀬戸大橋）

（水島航路 塩飽諸島：本島・広島 等）

鞆の浦港

上陸休憩・・・鞆の浦港

（阿伏兎観音）

（因島大橋）

（高根大橋）

瀬戸田港・・・

7:45

…昼食/瀬戸田すいぐん丸…瀬戸田港
12:00
～
13:10
（安芸灘大橋）

（音戸の瀬戸）

しまなみ海道橋巡り（多々羅大橋・大三島橋・来島海峡大橋）

○（海上自衛隊呉基地）

宮島港・・・◎宮島観光・・・宮島港
17：50

※天候や交通事情により一部行程が変更となる場合もございます。 バス

徒歩・・・・

（御手洗の瀬戸）
広島港

18：30

○「平清盛」海上ロケ地【柏島】(船上より)

広島駅
19：00 19:33

（のぞみ 62）

新神戸駅
20:46

●入場 ◎下車 ○車窓 （）内は船から見学

ご旅行条件（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。
●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社ＪＴＢ中国四国（広島市中区紙屋町 2-1-22 観光庁長官登録旅行業第 1769 号。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（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日以内又は当社が指定した期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）は旅行代金の全額。
●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。
●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
旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって

取消料（お１人様）

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（注釈のないかぎりエコノミークラス）、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
当社提携クレジットカード会社のカード会員（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ドの種類も受託旅行業者により異なります。）
（１）契約成立は、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ジットカード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）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、お客様の氏名及び搭乗される航空便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 2012 年 2 月 1 日を基準としております。又、旅行代金は 2012 年 2 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。

「平清盛 歴史探訪と春の瀬戸内海クルーズの旅」係

担当：藤原

ＴＥＬ：０８２(５４２)２７１５ ＦＡＸ：０８２(５４２)２７３８
〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-2-2 紙屋町ビル 2F
営業時間 午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者 藤原 輝之
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。

観光庁長官登録旅行業第１７６９号
広島市中区紙屋町 2-1-22 〒730-0031

