
　

　　

　　　　

ＩＮ　14：00　ＯＵＴ　12：00 ＩＮ　15：00　ＯＵＴ　11：00

朝食　レストラン（洋食バイキング又は和食） 朝食　レストラン（和食）

交通：博多駅より徒歩約3分 交通：博多駅より徒歩約1分

ＩＮ　13：00　ＯＵＴ　12：00 ＩＮ　13：00　ＯＵＴ　12：00（通常11：00）

朝食　レストラン（洋食バイキング又は和食） 朝食　食事処（和食又は洋食）

交通：博多駅より徒歩約7分 交通：博多駅より徒歩約7分・送迎有（8：00～20：00　到着時電話予約）

ＩＮ　14：00　ＯＵＴ　12：00（通常11：00） ＩＮ　13：00（通常15：00）　ＯＵＴ　11：00（通常10：00）

朝食　レストラン（和洋バイキング） 朝食　レストラン（和食又は洋食）

交通：博多駅より徒歩約2分 交通：天神駅より徒歩約8分

・正ベッド利用のこども代金は、おとな代金の6,800円引となります ・スーパー先どり35と先どり21の併用はできません
■ＪＲ発着駅別加減代金（片道／おとなお一人様　こども半額）単位：円

■行程表（ＪＲセットプラン）
日次 宿泊

博多 ホテル

 呉
2

＊JRクーポン券に表示された発着駅以外のご利用はできません　＊食事条件　朝1回・昼０回・夕0回　＊自由席はご利用いただけません　 (注) 「ひかり」「こだま」号ご利用の場合、200円引となります。
＊途中駅での乗換は加減代金表に記載の駅に限ります　＊呉駅より利用の場合、広島駅までは在来線利用となります。      ※ 但し厚狭発着代金は「ひかり」「こだま」利用の場合の代金のため減算はありません。

当プランはＪＲセットプランのみの設定となります

福岡（博多駅前） プレジデントホテル博多

福岡（天神） 平和台ホテル天神

旅行代金（お一人様）：基本代金（広島～博多間往復のぞみ号利用＋ホテル１泊）+JR発着駅別加減代金(往路+復路)

行程

1 福岡

福岡（博多駅前） ホテルサンルート博多

（2日目は1日目の逆コースです）

・添い寝こどもは先どり割引の適用はできません

福岡（博多駅前） ハイアット・リージェンシー・福岡

福岡（博多駅前） 東洋ホテル

福岡（博多駅前） ホテル日航福岡

旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております

　　　　　　　　　　　　当プランのこどもは、おとなのベッドに添い寝となります
　　　　　　　　　　　　　　　　朝食代金は旅行代金に含まれています
●1室おとな2名以上、又はおとな1名とこども代金（正ベッド利用の小学生）1名以上と、添い寝1
名、又は2名様でお申込下さい。●添い寝のご予約が必ず必要となります。おとなのみのプラ
ン、または添い寝をご希望されない場合は、「旅コレクション九州」本パンフレット等のプランでお
申込下さい。●旅行代金は、往復ＪＲ代金（広島－博多往復のぞみ号利用）と朝食代金が含ま
れております。●添い寝可能人数は、正ベッド1台につきお一人様までとなります。例えば、正
ベッド2台のお部屋の場合、添い寝小学生1名・添い寝未就学児1名または添い寝小学生2名の
あわせて2名様までとなります。●宿泊プランの設定はございません。ＪＲセットプランのみの設
定となります。

　　　　　　　　　　　　　下記の宿泊パターンのみご利用いただけます。
　　　　　　　　　　　　添い寝の人数は各ホテル情報欄にてご確認下さい
※添い寝（有料・無料）は1室利用人員に含まれません
※添い寝の人数は（1室に必ず有料の添い寝こどもを含む）有料・無料を合わせた合計人数で
す。添い寝ではないこどもは添い寝の人数に含みません。
※添い寝の人数は各ホテル情報欄にてご確認下さい。
＜３名１室の場合＞添い寝1名又は2名ＯＫ
●おとな1名+こども2名+添い寝1名又は2名
●おとな2名+こども1名+添い寝1名又は2名、おとな3名+添い寝1名又は2名
＜２名１室の場合＞添い寝1名又は2名ＯＫ
●おとな1名+こども1名+添い寝1名又は2名、おとな2名+添い寝1名又は2名

最少催行人員：2名（添い寝除く）

個人・グループ旅行

中国各地発着 広島：3730100

添乗員の同行しない個人旅行です

コースコード（フリープラン）　添い寝以外：3730100-001-●●●（素材グループ）-▲▲▲（販売素材）　添い寝：3730100-001-036-▲▲▲（販売素材） 販売店のみなさまへ：こども添い寝はこどもＡにて予約して下さい。代表者の氏名、予約番号を必ずＭＳ入力して下さい。

26,100 30,400 30,400

28,900 34,600 35,200

J
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ッ
ト

広
島
駅
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着

ツイン

ラグジュア
リーツイン

添い寝（小学生まで）

3名1室

2名1室

2名1室

おとな

37,600

32,800

11/2・9・16・23
12/28

12/31
人員

宿泊日 右記以外の
平日、休日

右記以外の休前日
および12/29・30

27,100 32,800 33,400 35,800

8,000

基本 先35 先21 基本 先35 先21
073 074 075 079 080 081

ツイン ラグジュアリー
宿泊　Ａ券　素材ＮＯ：001

9116-304　手0

添い寝　Ｃ券　素材コード　002

部屋タイプ 利用人員 部屋の広さ 添い寝可能人数

3名 35㎡ 1～2名
2名 29.5㎡ 1～2名

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾂｲﾝ 2名 35㎡ 1～2名

ツイン
ｽｰﾊﾟｰ先どり35　800円引

先どり21　500円引

客室
洋室　バス・トイレ付

ｽｰﾊﾟｰ先どり35　1,000円引

先どり21　500円引

客室
洋室　バス・トイレ付

客室
洋室　バス・トイレ付

ｽｰﾊﾟｰ先どり35　700円引

先どり21　500円引

客室
洋室　バス・トイレ付

基本 先35 先21 基本 先35 先21
037 038 039 049 050 051

添い寝　Ｃ券　素材コード　003

9116-325　手0
宿泊　Ａ券　素材ＮＯ：001

ｺｰﾅｰﾂｲﾝ・ﾂｲﾝ セミダブル

21,800 22,300 24,100

7,900

左記以外の休前日
人員

宿泊日 右記以外の火～金
および11/22・12/22

右記・左記以外の日・月
および12/24～31

19,500 20,300 22,100

20,700 21,700 22,900
J
R
セ
ッ
ト

広
島
駅
発
着

セミダブル

添い寝（小学生まで）

3名1室

2名1室

2名1室

おとな

コーナーツイン

ツイン

部屋タイプ 利用人員 部屋の広さ 添い寝可能人数

コーナーツイン 3名 26.3㎡ 1～2名
ツイン 2名 18.2㎡ 1～2名

セミダブル 2名 14.3㎡ 1名

ｽｰﾊﾟｰ先どり35・先どり21は
12/25～27、29・30泊を除く

基本 先35 先21 基本 先35 先21
091 092 093 097 098 099

ＤＸﾂｲﾝ・ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ クラブフロア

添い寝　Ｃ券　素材コード　004

9116-315　手0
宿泊　Ａ券　素材ＮＯ：001

基本代金
　お一人様・1泊2日・朝食付

基本代金
　お一人様・1泊2日・朝食付

基本代金
　お一人様・1泊2日・朝食付

部屋タイプ 利用人員 部屋の広さ 添い寝可能人数

ﾃﾞﾗｯｸｽﾙｰﾑﾂｲﾝ 3名 39㎡ 1～2名
ｹﾞｽﾄﾙｰﾑﾂｲﾝ 2名 29㎡ 1～2名
クラブフロア 2～3名 22～39㎡ 1～2名

30,800

30,100

8,200

22,800

23,300 28,900
32,000

11/3・30
12/7・14・21

11/2・9・16・23
12/31人員 宿泊日 12/25～27

29・30
右記以外の平日・休日
および11/22・12/22・28

23,400 25,200 30,800 33,200
23,900 29,500
23,900 29,500J

R
セ
ッ
ト

広
島
駅
発
着

添い寝（小学生まで）

3名1室

2名1室

2名1室

おとな
3名1室

22,200ﾃﾞﾗｯｸｽﾙｰﾑ
ﾂｲﾝ

クラブフロア

ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ
ﾂｲﾝ 22,200

先どり21　500円引

客室
洋室　バス・トイレ付

基本代金
　お一人様・1泊2日・朝食付

20,300 21,200
J
R
セ
ッ
ト

広
島
駅
発
着

添い寝（小学生まで）

2名1室

2名1室

おとな
ツイン

セミダブル

人員
宿泊日 平日・休日

および11/22・12/22・28・31
右記以外の休前日

19,400 19,700

7,600

部屋タイプ 利用人員 部屋の広さ 添い寝可能人数

ツイン 2名 19.2㎡ 1～2名
セミダブル 2名 12㎡ 1名

基本 先21 基本 先21
105 106 109 110

セミダブル ツイン
宿泊　Ａ券　素材ＮＯ：001

添い寝　Ｃ券　素材コード　005

9116-319　手0

18,300 18,900

7,700

人員
宿泊日 右記以外の平日・休日

および11/22・12/22
左記以外の休前日
および12/29～31

18,900 20,100
J
R
セ
ッ
ト

広
島
駅
発
着

添い寝（小学生まで）

2名1室

2名1室

おとな
ツイン

ダブル

基本代金
　お一人様・1泊2日・朝食付

添い寝　Ｃ券　素材コード　006

117 119

9116-320　手0
宿泊　Ａ券　素材ＮＯ：001

ツイン ダブル

部屋タイプ 利用人員 部屋の広さ 添い寝可能人数

ツイン 2名 23㎡ 1～2名
ダブル 2名 15㎡ 1名

客室
洋室　バス・トイレ付

基本代金
　お一人様・1泊2日・朝食付

基本 先35 先21 基本 先35 先21
036 037 038 048 049 050

宿泊　Ａ券　素材ＮＯ：003
ツイン セミダブル

添い寝　Ｃ券　素材コード　007

9141-314　手0

7,600

右記・左記以外の休前日
11/8・28・29
12/29～30

11/2・3
12/20～22・31人員

宿泊日
12/23～26

右記・左記以外の
平日・休日

および11/22

21,900

17,300 18,200 19,400 20,100

19,100 19,700 21,200
J
R
セ
ッ
ト

広
島
駅
発
着

ツイン

セミダブル

添い寝（小学生まで）

2名1室

2名1室

おとな

部屋タイプ 利用人員 部屋の広さ 添い寝可能人数

ツイン 2名 14.7㎡ 1～2名
セミダブル 2名 11㎡ 1名先どり21　300円引

ｽｰﾊﾟｰ先どり35　500円引

こども（小学生）は、通常こども代金が必要なところ
添い寝でＯＫならおトクにご利用できるプランです。

中国地区発着駅は同一駅に限ります。

新幹線(普通車指定席)

（お客様負担）

岡山・新倉敷・福山・新尾道・三原
東広島・広島・新岩国・徳山・新山口・厚狭

フリータイム出雲市・松江・米子

鳥取

倉吉

スーパーいなば号(普通車指定席)

やくも号(普通車指定席)

普通列車

普通列車

利用日 利用列車 岡山 新倉敷 福山 新尾道 三原 東広島 呉 広島 新岩国

のぞみ・ひかり・こだま（注） 2,400 2,300 1,500 1,200 1,100 800 0 0 -500
さくら・みずほ 3,800 3,600 2,800 2,400 2,000 1,600 800 800 300

12/27～1/1 全列車 5,000 4,700 3,800 3,600 3,300 2,700 1,800 1,700 1,100

岡山 福山 福山 広島 広島 広島 広島 広島 徳山・新山口

利用日 利用列車 徳山 新山口 厚狭※ 米子 松江 出雲市 鳥取 倉吉

のぞみ・ひかり・こだま（注） -1,900 -2,500 -3,100 3,500 3,500 4,000 4,800 3,900
さくら・みずほ -1,200 -1,800 -2,500 5,300 5,700 5,800 6,600 5,700

12/27～1/1 全列車 -700 -1,400 -2,200 7,700 7,700 8,500 8,900 8,400
徳山・新山口 新山口 新下関 岡山 岡山 岡山 岡山 岡山

*新岩国～
厚狭間は
みずほ号
の利用はで
きません

11/1～12/26

のぞみ号・ひかり号・さくら号・みずほ号の乗車駅または乗換駅

11/1～12/26

のぞみ号・ひかり号・さくら号・みずほ号の乗車駅または乗換駅

出発日　2013年11月9日～12月31日
（2014年1月1日の帰着まで）

2名様以上でお申込下さい



共通のご案内　　＜必ずお読み下さい＞

「休前日」は「休日」の前日と土曜日を指します。なお、「休前日」にあたる「休日」は休前日扱いとなります。

★お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。※詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前に確認の上お申し込み下さい。

１．募集型企画旅行契約

契約の部によります。

２．旅行のお申し込みと契約の成立

（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。
この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに成立したものとします。

３．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日前にあたる日より前にお支払いいただきます。
４．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日前に当たる日（日帰り旅行は３日前）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。
５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１） パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２） 旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
（１）お客様は、いつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除をすることができます。
この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみ取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。
（４）宿泊のみご予約になった場合

50%
50%
50%

7．個人情報の取り扱いについて

サービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させていただきます。
（２）上記②③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供することがあります。

いただきます。なお当社グループ会社の名称は当社ホームページ（http://www.nta.co.jp)でご参照下さい。
８．ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2013年7月１日を基準としています。また旅行代金は2013年7月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

 ●赤い風船のお問合わせ・お申込みは下記へ。

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）での取引きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

実 施  　〒732-0057　広島市東区二葉の里3-8-21　JR西日本広島支社北館2階

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正会員

ボンド保証会員　　旅行業公正取引協議会会員　　

（同一料理内容をご希望の場合は、お申込み時にその旨をお伝えください。ただし、ご希望にそえない場合があります。）

旅行企画  株式会社日本旅行　 赤い風船西日本事業部広島企画センター インターネットで最新の旅行情報がご覧いただけます。

8日前～20日前

３１名以上 100% 30% 10%

http://www.nta.co.jp/chugoku/

（１）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます）ご提供頂いた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社および当社と提携する企業の商品や

（３）当社および当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させて

赤西広：3730100

１５～３０名 100% 20% 無料
１～１４名 100% 20%

５日前

無料

旅行開始後の解除 当日 前日
2日前

３日前 ４日前

または無連絡不参加

６日前 7日前

 ⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）                         旅行代金の50％ 旅行代金の50％
 ⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加                 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

 ④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）　 旅行代金の30％ 旅行代金の30％
 ⑤旅行開始日前日の解除（⑥・⑦を除く）               旅行代金の40％ 旅行代金の40％

 ②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）　     旅行代金の20％ 無　料
 ③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）　 旅行代金の20％ 旅行代金の20％

取消料
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって        右記日帰り旅行以外 日帰り旅行
 ①21日目に当たる日以前の解除            　 無　料 無　料

お申込金 5,000円以上 10,000円以上 20,000円以上 旅行代金の２０％以上

（５）通信契約による旅行契約は、お申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、ｅ－ｍaｉｌ等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに成立するものとします。　

コース

赤い風船ご旅行条件書      （この書面は、旅行業法第１２条の４に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第１２条の５に定めるところの契約書面の一部となります。）

（１）赤い風船・（ＷＥＮＳ赤い風船）は(株)日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、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することになります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行

（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の金額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。

　・本文中のお楽しみメニュー（★印）はすべて旅行代金に含まれています。お客様のご都合でご利用にならない場合でも

100,000円以上

　・お子様を対象としたお楽しみﾒﾆｭｰは、こども旅行代金をお支払いのお子様が対象となります。

　･連泊の場合でも、特に明記がない限りお楽しみメニューは滞在中１回のみとなります。

●同一宿泊施設で連泊される場合、２泊目のお食事内容はパンフレット記載内容と異なる場合があります。

旅行代金

　　返金は一切出来ません。

20,000円未満 20,000円以上50,000円未満 50,000円以上100,000円未満

　・食事内容がバイキングとなる場合、おとな・こども（Ａ・Ｂ）とも同内容となります。

●本パンフレットに掲載している写真について

・風景写真については、撮影時期の関係で実際とは情景が異なることがあります。

●宿泊施設からのお楽しみメニューについて

　・こども代金は２名以上１室から適用となります。

　　こどもＡ　/　おとなに準じた（数品または量の少ない程度）のお食事となります。

　・こども旅行代金は原則として６歳以上１２歳未満（小学生）のお子様および宿泊施設での寝具・食事等をご利用される

　　こどもＢ　/　お子様向けの内容（お子様ランチ風）のお食事となります。参考対象年齢３～５歳　

　　必要な場合があります。

　・乳幼児のお子様で宿泊施設での食事・寝具を利用されない場合でも、「施設使用料」等がかかる場合があります。

　　（現地にて実費をお支払い下さい）

　　乳幼児（未就学）のお子様に適用となります。ただし宿泊プランついては、施設・プランにより乳幼児でもこども代金が

●２名様よりお申込みを受付しています。（最少催行人員：２名）

　宿泊について１室につき２名様以上（添い寝を除く）となるようにお申込みください。

●ホテル、プラン、宿泊日によりご用意したお部屋数に限りのある場合があります。

●こども旅行代金について

ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたしますので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行って頂きます。 ●旅行代金欄で、「平日・休日」の平日とは月曜日～金曜日を指し、休日とは日曜日および祝日を指します。

●いずれも、旅行代金には「サービス料・消費税等諸税」が含まれています。 ●お食事場所について、複数の箇所が記載されている場合、原則としてお選び頂けません。

●添乗員･現地係員の同行しない個人旅行です。このご旅行では約款に定める旅程管理は行いません。 ●ﾒﾆｭｰの選択が可能なプランについては、特に明記のない限りお申込みグループ単位での選択となります。

●各施設内の情報として掲載している「各種マーク表示」「駐車場利用条件（車種・台数）および料金」

「乳幼児の施設利用料」「各種メニューの通常料金」「送迎についてのご案内」等は施設からの情報を基

にしています。予告なく変更となる場合がありますので、事前にご確認されることをお勧めいたします。

ＪＲセットプランについて･･････････････････････････････････････････････････
●こども代金は原則として６歳以上１２歳未満（小学生）のお子様に適用となります。ただし、６歳未満のお子様でも座席

　のご利用を希望される場合はこども代金が適用となります。宿泊施設で寝具・食事のご利用を希望される乳幼児のお子様

　で座席を使用しない場合は、宿泊プラン（旅コレクション九州　本パンフレット参照）で申込みください。

●座席の手配については、座席が離れる場合があります。

●乗車変更については、旅行開始前で１回に限り、お申込店でのみ変更可能です。（乗車日・乗車区間・列車プランの変更

　は出来ません。）旅行開始後およびお申込み店以外での変更は出来ません。

●取消・減員が発生した場合でお申込み店に連絡できない場合は、最寄のＪＲ駅にて往復分の指定席の取消証明を受けて

　ください。（証明がない場合は払戻ができません。）払戻は１０日間を目安に、お申込み店にお持ち下さい。

●ＪＲセットプランでは、特別割引による乗車券・特急券類を使用しています。このため次のような点で通常のＪＲきっぷとは

　取扱が異なりますのでご注意下さい。

　・２名以上、往復、同一行程（発着駅・利用列車）でのご利用となります。

　・途中下車はできません。（下車された場合は前途放棄扱いとなります。）

　・旅行開始後のお客様都合による旅行中止の場合、未使用部分の払戻しは一切できません。（運休等による場合はこの限りではありません）

　・着駅からお宿まではお客様負担となります。

当プランはＪＲセットプランのみの設定となります（宿泊プランの設定はございません）
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