
クルーズセンタークルーズセンター

184,000円～189,000円旅行代金 
大人お一人様
2名1室利用

2021年3月28日（日）～3月30日（火）／2泊3日

妙祐寺 しだれ桜
小浜市中井にある日蓮宗のお寺です。この妙祐寺は、市の
天然記念物に指定されている枝垂れ桜が有名で、開花の
時期になると花見客で賑わいます。この桜は、高さ１７ｍで幹
周りは３ｍ。同寺の檀家が約１２０年前に、山梨県の日蓮宗
総本山久遠寺に参拝した際、苗木を持ち帰り、植樹したと
伝えられています。

三井寺（園城寺）
天台寺門宗の総本山。境内
に天智・天武・持統の三天皇
の御産湯に用いられたとされ
る霊泉（井戸）があることから、
「御井（みい）の寺」と称され、後
に「三井寺」と通称されるように
なりました。国宝の金堂を始め、
西国第十四番札所の観音堂、
釈迦堂、唐院など多くの堂舎
が建ち並び、国宝・重要文化
財は100余点を数えます。

渡岸寺観音堂(向源寺)　
国宝十一面観音立像
日本全国に七体ある国宝十一面観音の中
で最も美しいと名高い観音像。檜材の一
木彫で平安初期の作とされています。深い
慈悲をたたえた表情にインドや西域の作風
を伝えており、
腰を少し左にひ
ねった官能的な
プロポーション、
大きく作られた
頭上面とその
配置、「じとう」
と呼ばれるイヤ
リングなどの特
徴を備えていま
す。

三方五湖
美浜・若狭の両町にまたがる三方五湖。久々子、水月、菅、三方、日
向の五つの湖は、海水、淡水、汽水とそれぞれ水質、水深が異なり、
水の色が四季折々、不思議な五彩の変化をみせ、「五色の湖」ともい
われています。特に絶景として知られるのが、久々子湖と水月湖を結
ぶ浦見川水路。300年の昔、2年の歳月をかけて行方久兵衛が開い
た人口水路で、険しい断崖が左右にせまり、渓谷ムードがたっぷり味
わえます。三方湖周辺は、若狭湾国定公園のハイライトスポットです。

八幡堀
八幡堀は、安土・桃山時代
に豊臣秀次の八幡山城居城
のもと、城下町が栄える原因
となった町の一大動脈です。
堀に沿って、白壁の土蔵や旧
家が立ち並び、華やかだっ

た当時の様子をよ
く伝えています。日
牟禮八幡宮の大鳥
居をくぐったところの
堀に白雲橋がかか
り、近くに近江を代
表する菓子店「たね
や日牟禮乃舎」があ
り、お買い物をお楽
しみ頂けます。

熊川宿
熊川の宿は、若狭から京都を結ぶ重要な宿場で、特に
天正１７年以来発展を続けました。奉行所・番所・お蔵
屋敷の跡が残り、情緒あふれる街道沿いには、昔ながら
の用水路が流れています。豊臣時代から藩政末期にお
よぶ古文書・御用日記なども保存されています。熊川宿は、
重要伝統的建造物群保存地区や歴史国道選定地区、
水の郷１００選認定地区に指定されています。

ブダペスト（イメージ）

❶移動は全て、パウダールームとトイ
レを完備した正座席32名の専用
バスを利用、2名分のお座席を1
名でご利用頂きます。

❷広大な敷地を持つ奥琵琶湖の
オーベルジュに連泊でゆったり。

❸1日目はホテルでの滋賀県周辺の
食材を生かした目にも美味しい
「発酵フレンチ」のご夕食。2日目
は小浜の料亭にて若狭海の幸の
夕食をご用意。昼食は京都老舗
料亭、うなぎのせいろ蒸し、近江牛
のステーキなど地元グルメ満載
です。

❹開花初期に近江の桜の名所を巡
ります。

※2020年の桜開花状況を参考にして行程を組みま
した。年によって異なりますのでご承知おき下さい。

おすすめポイント

奥琵琶湖のオーベルジュ“ロテル・デュ・ラク”

安心の添乗員同行／新大阪駅・京都駅発（ 　　　　）

滋賀・びわ湖と若狭の魅力を
たっぷりお楽しみください。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

琵琶湖国定公園の中に位置し、4万坪
もの広大な敷地を持ち、琵琶湖と自然
豊かな山々に囲まれたロケーションに
佇むプライベートリゾートです。全１５室という贅沢で静かな空間で
「非日常」のひとときを味わえます。スパや貸切家族風呂（温泉・有料）
も併設してい
ます。

全面ガラスの開放的なレス
トラン「ル・ペイザージュ」。
旬の食材と地元の発酵食
文化を融合させた見事なフ
レンチに仕上げます。数々
の有名ホテルで研鑽を積ん
だ料理長、山本卓也氏が
腕をふるいます。

ヴィラスイートコテージ（イメージ）

ヴィラスイートコテージ（60㎡）
レイクビューシアタールーム（40㎡）
■冷暖房・床暖房 ■パジャマ ■イオンドライヤー
■アメニティ他
■客室冷蔵庫内のお飲み物はフリードリンクです。

イメージ

イメージ

イメージ

八幡堀（イメージ）

三方五湖（イメージ）

イメージ

奥琵琶湖のオーベルジュ
“ロテル・デュ・ラク”連泊と
若狭海の幸、桜満喫の旅 日本の桜名所100選の長浜城跡・豊公園（イメージ）

(c)Biwako Visitors Bureau

レイクビューシアタールーム ヴィラスイートコテージ
東京・名古屋方面からも
ご参加いただけます。

郵船トラベル特選ツアー

(c)Biwako Visitors Bureau(c)Biwako Visitors Bureau

三井寺（イメージ）

写真提供:
渡岸寺観音堂(向源寺)

※お料理は一例です。
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旅行企画・実施

■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。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期
●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、その一部として取扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承
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け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、当社らはお申
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時に成
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・サービス料金を含む）、宿泊料金（税・サービス料金を含む）、お1部屋あ

たり1個の往復の宅配代金、添乗員同行費用※お客様のご都合により、旅
行代金に含まれるものを利用されなくても払い戻しは致しません。
■旅行代金に含まれないもの
※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。
■取消料
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できます。但し、契約解除のお申し出は、お申込みの旅行
取扱店の営業時間内にお受けします。

※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
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。
■お客様の交代
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名様まで交代が可能です。その場合は交代手数料10,000円を
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2021年1月8日を基準としています。また、旅行代金は2021
年1月8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。

旅行条件（要約） 詳しい旅行条件書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、お申し込みください。

お申込み時の注意事項とご案内
■旅行代金のご案内
●旅行代金は、消費税など諸税を含んでおります。
●ご予約変更による変更後の適用代金
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
屋利用旅行代金との差額が必要となります。
■お申込みに際してのご案内
●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。
●3名様1室のご利用は承れません。

●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
障がいのある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のあ
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。
●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。

●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。
●新型コロナウイルスの感染対策に配慮したツアー実施を行います。3月14
日以後に発熱等症状のある方はPCR検査をお受けくださいますようお願い
申し上げます。バス乗車の際やホテルチェックインの際、検温、消毒等のご協
力をお願いいたします。

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル　ホームページアドレス http://www.ytk.jp

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きの責任
者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご
遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

（一社）日本旅行業協会正会員
　　〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階

総合旅行業務取扱管理者：谷維人 Eメールアドレス cct@ytk.co.jp

〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：菅 知範 Eメールアドレス ccu@ytk.co.jp

東 京☎03-5213-9987
神 戸☎078-251-6218

郵船グループ　船旅のエキスパート

※上記各営業所の営業時間：月～金曜09：30～18：00（土・日・祝日休業）

旅行契約の解除期日 取消料

旅行代金の 20％
無料

旅行代金の 30％
旅行代金の 40％

旅行代金の 50％
旅行代金の100％

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

早朝

04：00 04：0006：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
時間帯の目安

国内旅行保険ご加入について
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。

個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申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
の受領のための手続きに必要な範囲内、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に必要な範囲内、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、土産品店等に対し、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。この他、当社は、①当社及び当社と提携する企
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いただくことがあります。

旅行開始後または無連絡不参加
旅行開始当日
旅行開始日の前日

21日前まで
20日前から～8日前まで
7日前から～2日前まで

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

※Go Toトラベル事業が延長になる場合、該当額を旅行代金よりお引きいたします。

■ご旅行代金大人お一人様（税込）

189,000円 
189,000円 
184,000円 221,000円 

お部屋タイプ 1名1室利用
設定なし

設定なし

2名1室利用

ヴィラスイートコテージ/和室（60㎡）
ヴィラスイートコテージ/洋室（60㎡）

レイクビューシアタールーム（40㎡）

●＝入場観光 　 ＝桜の名所 〈　　〉＝車窓からお楽しみ頂きます。
※気象、道路状況により発着時間や通行道路が変更となる場合があります。
※お申込の際、JR新大阪駅またはJR京都駅の乗車場所をお知らせください。
　バスのお座席は原則としてお申込順に前方よりご利用頂きます。
■最少催行人員：10名様（最大募集人員16名様）　■利用ホテル：ロテル・デュ・ラク
■添乗員：新大阪駅発着で同行します。　■食事回数：朝食2回、昼食3回、夕食2回
■利用バス会社：日本交通株式会社　■バスガイド：乗務します。
■宅配代金：お1部屋につき1個、ご自宅からホテル間の往復の宅配代金が含まれています。

奥琵琶湖のオーベルジュ“ロテル・デュ・ラク”連泊と若狭海の幸
桜満喫の旅／スケジュール

ロテル・デュ・ラク泊L̶SD
Tホテルにて着席式オーダービュッフェの朝食。
（9：30）ホテル出発、新・日本の街路樹百景に選ばれたマキノピックランド・メ
タセコイア並木をご覧いただきます。
Q京への主要道として発展した鯖街道を通り、若狭へ向かいます。途中、古い
町並みの残る熊川宿に立ち寄ります。
Yうなぎや「源与門」にてうなぎのせいろ蒸しの昼食。
W●三方五湖レインボーラインへ。ケーブルを利用して若狭湾と三方五湖
の絶景を展望所より覧ください。
　妙祐寺のしだれ桜をご鑑賞後、若狭塗・せいわ箸店へ。箸磨き体験とお買い
物をお楽しみください。
EJAL国内線ファーストクラスと提携したことのある四季彩館「酔月」に
て若狭海の幸をふんだんに使った懐石料理をご堪能下さい。
U鯖街道を通り、ホテルへお送りします。

Tホテルにて着席式オーダービュッフェの朝食。
（9：30）ホテルチェックアウト後、18.8kmにわたり4,000本の桜並木が続く
〈　奥びわ湖パークウェイ〉を経由し、●渡岸寺観音堂(向源寺)に向かいます。
国宝十一面観音立像をご覧いただきます。
Y長浜市の黒壁スクエアにほど近い、近江牛の名店「毛利志満」にて近江
牛ステーキの昼食。
日本の桜名所100選の　長浜城跡・豊公園散策。
琵琶湖沿いの〈さざなみ街道〉を経由し、　八幡堀のたねや日牟禮乃舍を訪
れます。お買い物、散策をお楽しみください。
（17：15）JR京都駅着。着後、解散
（18：15）JR新大阪駅着。着後、解散

1
3/28
（日）

2
3/29
（月）

3
3/30
（火）

ロテル・デュ・ラク泊ASD

東京駅、品川駅、新横浜駅から京都駅へお越しの方…13,000円/普通指定席・片道料金
名古屋駅から京都駅へお越しの方……………………5,500円/普通指定席・片道料金

新幹線追加代金

ASL̶

（10：30）JR新大阪駅発、JR京都駅へ。（11：30）JR京都駅発、京都五条坂へ。
Y創業360年余の老舗料亭「京料理 はり清」にて昼懐石。
W1200年の歴史を持つ●　天台寺門宗総本山三井寺（園城寺）を訪れます。
〈　海津大崎さくら並木〉を経由してホテルへ向かいます。
Eロテル・デュ・ラクチェックイン。
美食レストランガイド「ゴ・エ・ミヨジャポン2020」で3トックを獲得した
「発酵フレンチ」の夕食をお楽しみください。

◀毛利志満の
近江牛ステーキ（イメージ）

▲四季彩館 酔月の名物ぐじ（甘鯛）若狭焼
（イメージ）

※各お料理は一例です。

◀京料理 はり清の昼懐石（イメージ）


