名古屋・新大阪 から
もご参加いただけます︒

郵船トラベル×YUI PRIMA コラボレーション企画
ゆ い

特別仕様バス
「YUI
神姫観光ツアー専用車をチャーター

ぷ りま

PRIMA」で行く

秋冬 の 絶景と食を楽しむ

瀬戸内・京都・奈良

ゆとりという贅沢な

2020年12月10日

プレミアムシートが誘う

紅葉の古都・奈良の世界遺産巡り2日間
〜万葉の華やぎ・奈良ホテルに宿泊〜

極上のバス旅︒

<JR東京・名古屋・新大阪駅発着>

バスに乗った瞬間から

C

コース

▶12月8日

どきどきわくわくの

2020年12月7日

感動が止まらない︒

紅葉の京都・嵐山と城崎・日和山温泉2日間
〜雄大な日本海を望む絶景・ホテル金波楼に宿泊〜

秋冬の西日本は素敵な

<JR東京・名古屋・新大阪駅発着>

出会いに溢れています︒

B

▶12月27日

さ あ ︑一 緒 に 旅 に で か け ま し ょ う

クリスマスの瀬戸内海・しまなみ海道3日間
〜ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道と
TOBEオーベルジュリゾートに宿泊〜
2020年12月25日

コース

上質な日本たびへ︒

A

コース

<JR東京・名古屋・新大阪駅発着>

3

コース

▶12月11日

車内
（イメージ）

〜Go Toトラベル事業支援対象〜
全コース

お一人様 14,000円！

旅行代金の割引は、

旅行代金からGo Toトラベル事業による給付金※を引いた金額がお客様の
お支払い実額となります。
※給付金給付額：旅行代金総額の35％（旅行代金の割引として給付）
給付額の上限：宿泊を伴う旅行は一人一泊あたり14,000円

お一人様6,000円の地域共通クーポンを配布！
さらに、旅行代金の15％分（給付額の上限：6,000円）
の
地域共通クーポンを配布します。旅行先でご利用ください。

給付金の受領について

国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社は給付金をお客様に代わって受領（代
理受領）いたしますので、
お客様は旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」
をお
支払いいただくこととなります。なお、
お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を
申し受け致します。お客様は、
当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

いまだかつてないバス旅
がコンセプトYUI PRIMA
居心 地 がよく長 旅 でも疲れ ない、

乗っているだけでワクワクする特 別 仕 様 のバ スです 。

車内デザインは「ななつ星in九州」の
デザインも手掛ける水戸岡鋭治氏。
体を優しく包み込む特別製シートとア
ルコールを含むドリンクサービス、飲み
物・軽 食を提 供 するサービスカウン
ターやシャワートイレも完備され、快適
な旅をご提供します。

※給付金予算が上限に達し次第販売終了となります。予めご了承ください。
YUI PRIMA
（イメージ）

サービスカウンター
（イメージ）

A クリスマスの瀬戸内海・しまなみ海道3日間

〜ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道とTOBEオーベルジュリゾートに宿泊〜

コース

瀬 戸 内 海 の 絶 景 を 望 み︑

■行

極上の贅沢を愉しむことが

※TOBEオーベルジュリゾート・スイートご希望の場合は、20,000円追加
（お一人様）
、 ヴィラ
（離れ）
をご希望の場合は、
26,500円追加
（お一人様）
となります。客室に限りがございますので、満室の場合お受けできない場合がございます。

できるベラビスタ スパ＆マ

※名古屋から参加の方は上記料金より15，
０００円引き ※新大阪から参加の方は上記料金より33，
０００円引き

リ ー ナ 尾 道︒自 然 の 恵 み を

更にお一人様6,000円の地域共通クーポンをお渡しします。

享 受 し︑美 食 を 追 求 す る こ

334,000円
376,000円

だわりのホテルTOBE

348,000円
390,000円

オーベルジュリゾート︒

2名1室
1名1室

■お支払い実額（大人お一人様代金・子供同額）

クリスマス時期の瀬戸内

■旅行代金（大人お一人様代金・子供同額）

海・しまなみ海道を絶景と美

2020年12月25日
（金）
〜12月27日
（日）

食を楽しみながら巡ります︒

■旅行日程

程

▶1日目

朝× 昼○ 夕○

▶2日目

朝○ 昼○ 夕○

東京駅
（8：00発）
++名古屋駅++新大阪駅→藤の坊 本店
（昼食・懐石）
→尾道・境ヶ浜【泊】
（夕刻着） 宿泊ホテル：ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道

ホテル
（9：30頃発）
→大山祇神社
（宝物館見学）
→割烹 喜船
（昼食・和食膳）
→亀老山展望
公園
（来島海峡大橋一望）
→砥部焼窯元
（見学）
→砥部【泊】
（夕刻着）
宿泊ホテル：TOBEオーベルジュリゾート

TOBEオーベルジュリゾート外観
（イメージ）

▶3日目

朝○ 昼○ 夕×

ホテル
（9：00頃発）
→料理旅館 鶴形
（和食膳）
→大原美術館
（近現代美術中心のコレクショ
ン鑑賞）
→岡山駅++名古屋駅++東京駅
（20：03着）
※関西からお越しの方は、
そのままバスで三ノ宮19:00頃、新大阪20:00頃に到着となります。
※2020年10月1日現在のスケジュールです

■食事条件：朝食2回、昼食3回、
夕食2回

■最少催行人員：8名様

■添乗員：東京駅出発から東京駅到着まで同行します。 ■利用バス会社：神姫観光
（株）

紅葉の京都・嵐山と城崎・日和山温泉2日間

B

ご夕食はカニフルコース
カニ２杯相当

〜雄大な日本海を望む絶景・ホテル金波楼に宿泊〜

コース

朝× 昼○ 夕○

▶2日目

朝○ 昼○ 夕×

東京駅
（8：00発）
++名古屋駅++新大阪駅→白鹿クラシックス
（昼食・和食膳）
→城崎温泉街
（現地ガイドと散策）
→豊岡【泊】
（夕刻着） 宿泊ホテル：城崎日和山温泉・ホテル金波楼

日和山海岸を目の前に望むホテ

程

▶1日目

ル金波楼は︑贅沢なひと時を演出す

※名古屋から参加の方は上記料金より17，
０００円引き ※新大阪から参加の方は上記料金より30，
０００円引き

るもてなしの宿︒まるで海に抱かれ

更にお一人様6,000円の地域共通クーポンをお渡しします。

ているかのような︑心地よいさざな

170,000円
189,000円

みに癒やされ︑松葉がにをはじめと

■お支払い実額（大人お一人様代金・子供同額）

する冬の味覚を思う存分ご堪能く

184,000円
203,000円

だ さ い︒翌 日 は 紅 葉 の 名 所・京 都 嵐

2名1室
1名1室

山へ︒風情ある寺院・街並みと︑美し

■旅行代金（大人お一人様代金・子供同額）

く色づいた木々の調和は京都なら

2020年12月7日
（月）
〜12月8日
（火）

ではの絶景です︒

■旅行日程

■行

ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道からの夕景（イメージ） ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道 客室一例（イメージ）

ホテル
（9：00頃発）
→京都随一の紅葉の名所・嵐山
（自由散策）
・
・
・京 翠嵐
（昼食・和食膳）
→
京都駅++名古屋駅++東京駅
（18：36着）
※2020年10月1日現在のスケジュールです

■食事条件：朝食1回、昼食2回、
夕食1回

■最少催行人員：8名様

■添乗員：東京駅出発から東京駅到着まで同行します。 ■利用バス会社：神姫観光
（株）

京 翠嵐
（イメージ）

マークの見方：・
・
・
（徒歩） +++
（新幹線） →（バス）

城崎温泉
（イメージ）

ホテル金波楼ロビーラウンジ
（イメージ）

「旅」を通じて「人」に出会い「人」と縁を「結ぶ」
そんな思いが込められたYUI PRIMA
1名掛けと2名掛けシートを6列に配置した18人乗り仕様で、
シートピッチは1,050㎜とリラックスできる広さです。

ゆったりとしたシート

※シート表皮デザインは3種あります。
みとおか

デザイナー

©筒井義昭

えいじ

水戸岡 鋭治 氏

株式会社ドーンデザイン研究所 主宰
インダストリアル・デザイナー、
イラストレーター、
プロデューサー

1972年にドーンデザイン研究所を設立し、建築・鉄道車両・グラフィック・プロダ
クトなどさまざまなジャンルのデザインを行う。
なかでもJR九州の駅舎、鉄道車両の
デザインは、鉄道ファンの枠を超え広く注目を集め、
ブルネル賞・ブルーリボン賞・
ローレル賞・日本鉄道賞・毎日デザイン賞・菊池寛賞など多くの賞を受賞。
（イメージ）

アテンダント＆専属ドライバーが同行
経験豊かなアシスタ
ントが、お客様をサ
ポートします。親し
みやすく、ちょっと
した贅 沢な旅のコ
ンシェルジュとして
同行します。

ぬくもりのある車内にカウンターや
トイレなど充実した設備
木をふんだんに
使った落ち着い
た イン テリア
は 、まるでリビ
ングのような雰
囲気です。

（イメージ）

（イメージ）

紅葉の古都・奈良の世界遺産巡り2日間

C

〜万葉の華やぎ・奈良ホテルに宿泊〜

コース

■旅行日程

2020年12月10日
（木）
〜12月11日
（金）

■旅行代金（大人お一人様代金・子供同額）

2名1室
1名1室

200,000円
220,000円

■お支払い実額（大人お一人様代金・子供同額）

186,000円
206,000円

更にお一人様6,000円の地域共通クーポンをお渡しします。

※名古屋から参加の方は上記料金より17，
０００円引き ※新大阪から参加の方は上記料金より30，
０００円引き

■行

程
朝× 昼○ 夕○

▶1日目

世界遺産の寺院が

集まる奈良公園は秋

マークの見方：・
・
・
（徒歩） +++
（新幹線） →（バス）

の紅葉も美しいス

奈良ホテル外観
（イメージ）

ポ ッ ト で す︒宿 泊 は

■利用バス会社：神姫観光
（株）

42

年に創業した

■添乗員：東京駅出発から東京駅到着まで同行します。

明治

■最少催行人員：8名様

奈 良 ホ テ ル︒創 業 当

■食事条件：朝食1回、昼食2回、
夕食1回

時からの調度品や貴重な美術品に囲まれ

※2020年10月1日現在のスケジュールです

たノスタルジックな空間は和洋折衷の美

ホテル（9：00頃発）→世界遺産・薬師寺（法話）→柿の葉寿司お買い物→アコルドゥ
（昼食・ス
ペイン料理）
・
・
・
・自由散策→京都駅++名古屋駅++東京駅（19：15着）

し い 建 物 で す︒今 年 の 秋 は 万 葉 の 華 や ぎ を

朝○ 昼○ 夕×

感 じ ら れ る 古 都・奈 良 を 満 喫 し て み て は い

▶2日目

奈良公園
（イメージ）

かがでしょうか︒

東京駅
（8：30発）
++名古屋駅++新大阪駅→菊水楼
（昼食・明治24年創業の老舗料亭で会
席料理）
・
・
・奈良公園
（世界遺産・東大寺〜二月堂〜三月堂を現地ガイドと見学）
→奈良市内
【泊】
（夕刻着） 宿泊ホテル：万葉の華やぎ・奈良ホテル

奈良公園
（イメージ）

秋冬の魅力を堪能する3コースをご用意しております。
A

B

コース

C

コース

コース

ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道
（イメージ）

城崎温泉
（イメージ）

ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道では、瀬戸内海を一
望できるオーシャンビューの客室やスパを併設し、
ヨッ
トやクルーザーを停泊したまま滞在できるよう、
マリーナ
も併設。充実した設備と贅沢さが魅力の、
日本でも稀
なリゾートホテル。

城崎温泉では、今年開湯1300年を迎えます。
文豪・志賀直哉をはじめ、多くの文人に愛された温泉
街で、今もなお、昔にタイムスリップしたかのような古い
まち並みが残っています。

スペイン・バスク地方の言葉で“記憶”を意味する
「アコ
ルドゥ」
で味わえるのは、季節の物語を奈良の地食材で
表現する料理。
バスクのモダンスパニッシュの名店で腕
を磨いた川島シェフが、
自由な発想によって素材の要
素を融合・再構築し、独創的なひと皿を紡いでいます。

TOBEオーベルジュリゾート客室
（イメージ）

京 翠嵐
（イメージ）

奈良ホテル
（イメージ）

美しい四 季の彩りを映しだす湖に静かに浮かぶ
TOBEオーベルジュリゾート。
自然の恵みを享受し美食を追求するこだわりのホテ
ルでやさしい風、豊かに息づく自然たちが身も心も癒
してくれます。

清らかな保津川の流れと悠久の稜線が織りなす自然
美を望む世界的景勝地、嵐山。
日本の伝統美を随所にあしらったモダンなデザインで
あり、明治期の歴史的建造物を生かしたレストラン
「京 翠嵐」
でランチをお楽しみください。

■旅行代金のご案内
●3名様ご1室のご利用は承れません。
●旅行代金は、消費税など諸税を含んでおります。
●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がい
●ご予約変更による変更後の適用代金
のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性の
取消料発生後に客室のご利用人数が減少した場合、取り消しされたお客様には既 ある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）
をお連れの方その他特別の
定の取消料を、客室をお一人でご利用になられるお客様には１人部屋利用旅行代 配慮を必要とする方は、
お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨
金との差額が必要となります。
をお申し出ください
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出
■お申込みに際してのご案内
ください。）。当社は可能な範囲でこれに応じます。尚、
お客様のお申し出に基づき当
●15歳以上のお客様限定でございます。
20歳未満の方は保護者の同行が必要となります。 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なります。

レストラン アコルドゥ
（イメージ）

奈良ホテルは、明治42年に
「関西の迎賓館」
とし
て奈良公園内に誕生しました。
100年の歳月に思いを馳せながら、奈良ホテルな
らではの優雅なひとときをご堪能ください。

●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込みのクルーズセンターへ予めお申し
出ください。
●テレビ・雑誌等の取材のため、報道関係者が予告なく乗車する場合がございます。
●記載されたスケジュールは天候、
その他の事情により変更する場合がございます。
●天候によるスケジュール変更をはじめとした旅客運送約款内の規定による措置
に伴う交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客様負担となります。

旅行条件（要約）
代金に含まれるものを一部利用されなくても払い戻しは致しません。

■募集型企画旅行契約

この旅行は郵船トラベル株式会社（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確定書面（最終旅行日程表）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。

■旅行代金に含まれないもの

■旅行のお申し込みと契約の成立時期

お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、
いつでも旅行契約を解除
することが出来ます。但し、契約解除のお申し出は、
お申込みの郵船トラベルクルーズ
センター営業時間内にお受けします。

●当社にて、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金20％以内を添えてお
申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、
その一部として取り扱います。
また、
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。
●当社は、電話、郵便、
ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による旅行契
約の予約申し込みを受付けることがあります。
この場合、予約の時点では契約は成立
しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込
書の提出と申込金の支払いをして頂きます。
この期間内に申込書の提出と申込金の
支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
●旅行契約は、
電話によるお申込の場合には、
申込金を当社が受領したときに、
また、
郵
便、
ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、
申込金のお支払い後、
当社
がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立致します。
また、
電話、
郵便、
ファクシミリ、
電子メールその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、
クレジッ
トカー
ド決済による旅行契約は、
当社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達
したときに成立するものとします。

■旅行代金のお支払い

旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）
は、旅行開始日の前日から起算して遡って
21日目に当たる日より前にお支払い頂きます。

■旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示したて鉄道（指定席）等の運送機関の運賃・料金、専用車の料金、
観光料金（入場料、
バス料金、駐車料金含む）、食事料金（税・サービス料金含む）、宿
泊料金（税・サービス料金を含む）、添乗員同行費用※お客様のご都合により、旅行

※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
個人的性質の諸費用（クリーニング代、
電話料等）
、
傷害・疾病に関する医療費、
自宅と集
合・解散場所間の交通費や宿泊費等、
希望者のみが参加するオプショナルツアーの料金。

■取消料

旅行開始日前日から
起算して
又
※1 取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し割引代金を
減じた合計金額です。
お支払い実額ではありません。
※2 旅行契約の成立後、
お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合になる場合
には上記の表に記載の取消料を、
ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更
に対する差額をそれぞれいただきます。

■お客様の交替

取消料が発生する日にち以降にお申し出いただき、
当社が承諾した場合に限り各部屋
1名様まで交替が可能です。その場合は交替手数料10,000円を申し受けます。
なおオ
プショナルツアーなどその他手配がある場合は、交替に伴い発生した費用の実費を別
途、
申し受けます。

■当社の責任

お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は責
任を負いません。(ｱ)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程
の変更もしくは旅行の中止(ｲ)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損

害(ｳ)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行
日程の変更もしくは旅行の中止(ｴ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病に
よる隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止(ｵ)自由行動
中の事故(ｶ)食中毒(ｷ)盗難(ｸ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変
更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

■旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2020年10月1日を基準としています。
また、旅行代金は2020年10月
1日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基準として算出しています。

個人情報の取り扱い
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、
お客様との連絡のために利用させて頂くほか、
お客様がお申し込み頂いた旅行にお
いて運送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の
手続に必要な範囲内、又は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、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物
の便宜のために必要な範囲内で､それら運送･宿泊機関､保険会社、土産物店等
に対し､お客様の氏名､生年月日、住所等を､予め電磁的方法等で送付することに
よって提供します。
このほか、当社は、①当社及び当社の提携する企業の商品や
サービス、
キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、
にお客様の個人
情報を利用させて頂くことがあります。

について
ご旅行中にけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なの
が実情です。
これらの治療費、移送費、
また、死亡・後遺障害等を担保するため、
お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内
旅行保険についてはお申し込みのクルーズセンターにお問い合わせください。

https://www.ytk.co.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ
谷 維人
齋藤 愛弓
菅 知範

※上記営業所の営業時間：月〜金 9:30〜18:00（土日祝日 休業）

昭和住宅
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