
動物性不使用でもこんなにおいしい！

健康道場の食事は、肉、魚、卵などの動物性のものは一切
摂らない玄米菜食。豊富な栄養素を含む玄米、旬の野菜と
大豆をふんだんに用いた玄米菜食のおいしさと食べ 
ごたえを味わって頂きます。

玄米菜食体験（2日目 昼食）
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料理一例

× スペシャル
共同企画

染色体験（2日目）

商人町通りには江戸時代を彷彿とさせる町並みが楽しめ
ます。うれしいあゆみちゃんマップもご用意！！お一人様
５枚の引換券で食べ歩きをお楽しみ下さい。

飫
（ お び ）

肥散策（食べ歩き、町歩き）
（2日目）

※上記スケジュールは交通機関・道路状況等により変更になる場合があります。 ※ご旅行時期
や気象状況等により写真の風景は実際と異なる場合があります。予めご了承下さい。 ※交通 
凡例（s飛行機、＝バス） ※○＝下車観光（施設等へは入場しません）です。　■最少催行人員／
30名　■添乗員／同行致します。　■食事回数／朝1回・昼2回・夕1　■利用航空会社／ANA　
■利用予定バス会社／宮崎交通　■利用ホテル／1泊目：〔青島〕ANAホリデイインリゾート宮崎
指定　■当ツアーは1名様からご参加頂けます。（相部屋利用はお受けできません） ※航空機の
発着時間は2018年11月26日現在の時刻となります。又、予告なく時刻変更となる場合があり 
ます。予めご了承下さい。 ※3名様一室・子供代金はお問い合わせ下さい。 

■旅行代金（大人お一人様／1〜2名様一室ご利用の場合）
旅行期間 1月19日（土）〜1月20日（日）

ANAホリデイ 
イン リゾート 

宮崎 指定

宿泊 青島 外観 大浴場
■旅程

1

伊丹空港（10:00発）s〈ANA利用〉s宮崎空港（11:05着）＝★ANA 
ホリデーインリゾート（中華料理の昼食）＝○宮崎県契約農家（新富町）
にて有機人参収穫体験＝青島（17：00頃着）"ＡＮＡホリデイインリゾート

（ご夕食・ご宿泊）皆様お待ちかね、野村さんによるトークショーやクイズ
大会をお楽しみ下さい！" 〈バス総走行距離：約90km〉

2

ホテル（9:00発）＝○潮の社（新万葉染めの体験（野村さんと一緒に 
お楽しみ下さい））＝○サンメッセ日南の観光＝★サンチェリー 
北郷にて昼食（玄米菜食体験）＝○飫肥城下町にて食べ歩き・町歩き 
体験＝宮崎空港（19:00発）s〈ANA利用〉s伊丹空港（20：１０着）
 〈バス総走行距離：約110km〉

■出発日と旅行代金（大人お一人様／1〜2名様一室）
出発日（2019年） 2名様一室 1名様一室 

１月19日㈯ 69,800円 73,800円
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おはよう
パーソナリティ
アシスタントの

道上洋三
アナウンサー

＆
アシスタント
野村朋未さん

健康道場の野菜ジュースに使用 
されている有機人参をあなたの手で！

有機人参の
収穫体験（1日目）

健康道場の商品に使われている有機人参を 
育てて頂いている契約農家さんにお話を 
伺いながら、収穫の喜びを一緒に味わいま 
しょう！

サンメッセ日南
世界で唯一完全復刻した７体のモアイ像がシンボル。
園内には、世界の珍しい昆虫展やユネスコ本部より
直接許可のパネル。蝶の地上絵・売店・レストラン・ 
ファーストフードなどがある。

イメージ

阪急交通社 _06-4795-5939受付時間：平日10：00〜17：30（11/28・29は8：00〜17：30）
（土・日・祝日はお休み）

お問合せ・
お予約はこちら

株式会社 阪急交通社 
法人団体営業本部 

西日本営業部 
大阪団体支店 営業1課
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新万葉染めでは、自然の染料を使うのはもちろんのこと
染の鮮やかさにも驚くはずです。その色は、まさに植物
そのもの、目に優しく瑞々しい鮮やかさです。



※出発日の14日前までに当社から催行中止の連絡がない場合は、ツアー催行となります。その場合、出発日の 
5日前到着（7日前発送）をめどに最終日程表を発送させていただきます。 年末年始（12/28〜1/3）・土・日・祝日休業日

お申し込みの際にはこのご旅行条件書（要旨）と別途お渡しする旅行条件書を必ずお読みください

★ご旅行条件（要旨）
⑴募集型企画旅行契約
　●�このご旅行は（株）阪急交通社［観光庁長官登録旅行
業第1847号］（以下当社といいます）が企画・募集
し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を締結することに
なります。

⑵お申し込み方法
　●�このご旅行のご予約は電話でお申し込みください。
　●振込依頼書をご送付いたします。
⑶旅行契約の成立
　●�お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、
旅行代金の全額または、一部を受領した時に成立
するものとします。

⑷お申し込み条件
　●1名様以上でお申し込みください。
　●�慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なって�
いらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをお持ちの方、
高齢の方などで特別の配慮を必要とする方は、�
その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。
当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。
なお、お客様から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
のご負担となります。また、医師の診断書や所定の
「お伺い書」を提出していただく場合があります。

⑸旅行代金のお支払い
　●�旅行代金は全額を旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって21日前までにお支払い願います。�
ただし申込金と残金に分かれる旅行に関しては、�
申込金は当社指定の振込依頼書到着後3日以内�
また、残金は旅行開始日の前日から起算してさか�
のぼって14日前までにお振込みください。なお、
振込手数料は各自でご負担ください。

⑹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、宿泊費、
食事代、旅行取扱料金、添乗員経費、団体行動に
必要な心付け。上記諸費用はお客様のご都合により、
一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

⑺旅行代金に含まれないもの
　●�前第⑹項のほかは旅行代金には含まれません。�
その一部を例示いたします。

　＊電報、電話、食事時の飲み物代など個人的な費用。
　＊�ご自宅から集合、解散地までの往復交通費および�

自由行動中の費用。
　＊�空港旅客施設使用料。�
�伊丹空港での出発・到着に際し、それぞれ下記使用料
が別途必要となります。

　＊傷害・疾病に関する医療費等。
　＊国内旅行総合保険料。（任意保険）の代金
⑻取消料
　●�お申し込み後、お客様のご都合で旅行を取消され
る場合は、旅行代金全額についてお１人様につき�
下記の取消料をいただきます。

　●�お客様のご都合で出発日又はコースを変更された
場合も下記の取消料の対象となります。�年末年始
等休業日にご注意下さい。

　●�お客様の都合で観光先、ホテル、交通機関等旅行
内容の変更をされた場合、代金の返金はできません
のでご了承ください。

　●�取消受付日は、当社の営業日・営業時間内にお客様
より取消のお申し出を確認した時を基準とします。

⑼お客様の交替
　●�お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を�
別の方に譲り渡すことができます。この場合旅行�
開始日の前日から起算してさかのぼって20日前より�
⑻項の取消料と同額の変更料をいただきます。�
なお、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等
の事由により交替を承諾できない場合があります。

⑽当社の責任および免責事項
　�当社は当社がお客様に損害を与えたときは損害を�
賠償いたします。ただし次のような事由による場合は
責任を負いません。
　●�天災地変、その他同盟罷業など、不可抗力の事由に�
よって生じた損害

　●�お客様の法令または公序良俗に反する行為によって
生じた損害

　●�運送、宿泊機関等、当社以外の責めによって生じた
損害

⑾当社による旅行契約の解除及び催行中止
　●�お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員

に満たない時は、旅行の実施を中止することがあり
ます。この場合には旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって13日目にあたる日より前までにご連絡し、
お客様からいただいた旅行代金の全額を払い戻し
ます。

⑿確定書面（最終旅行日程表）
　�旅行開始日の前日までにお渡しします。（原則として
旅行開始日の5日前までにお渡しできるよう努力いた
します。）
★�当スケジュールは、交通機関の都合および現地事情
等により旅程見学箇所が変更されることもありますので、
あらかじめご了承ください。
★�道路状況等により帰着が大幅に遅れた場合でも解散
場所からご自宅までの交通費につきましては、お客様
負担とさせていただきます。あらかじめご了承下さい。
⒀旅行条件・旅行代金の基準
　●�この旅行条件は2018年11月26日を基準としてい

ます。また、旅行代金は2018年11月26日現在有効な
運賃・適用規則を基準として算出しています。

⒁個人情報のお取り扱いについて
　●�お客様よりお預かりする個人情報の取扱いについて
は、ご旅行条件書巻末の「個人情報のお取り扱いに
ついて」をご参照下さい。

年末年始(12/28〜1/4)・土・日・祝日はお休みとなります。

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

旅
行
開
始
日

の
前
日

旅
行
開
始

当
日

旅
行
開
始
後
ま
た
は 

無
連
絡
不
参
加２１日前まで ２０日〜 

8 日前
7 日〜 
２日前
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※当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
旅行業約款（募集型企画旅行契約）について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業 
約款によります。当社旅行業約款をご希望の
方は、当社にご請求ください。

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引の責任者です。この旅行
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が 
ありましたら、ご遠慮なく下記の総合旅行業務 
取扱管理者にご質問ください。

保険のお申し込み：国内旅行傷害保険にお申込みの方は同封の「国内旅行参加申込書 兼 国内旅行傷害保険契約 
加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、5日以内にご返送ください。

株式会社 阪急交通社 法人団体営業本部 西日本営業部 大阪団体支店 営業1課

阪急交通社 _06-4795-5939
旅
行
企
画
・
実
施

：
観光庁長官登録旅行業第1847号

一般社団法人日本旅行業協会正会員

お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込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受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。運送・宿泊機関などへの個人
情報の提供について同意の上お申込みいただきます。

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、下記総合旅行業務取扱
管理者にお尋ねください。
〒530-8355 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA9F　総合旅行業務取扱管理者　藤原 裕司 【8YF017】 パンフレット作成日：2018年11月26日　H009245500

お問合せ・お予約はこちら

受付時間：平日10：00〜17：30（土・日・祝日はお休み）

国内旅行総合保険【1，000円の場合】�
（国内旅行傷害保険特約付帯普通傷害保険）

注（＊�1）傷害のみ。疾病には適用され�
ません。

　（＊2）賠償責任とは…
　　�旅行行程中に誤って他人にケガ

をさせたり、他人の物をこわした
りして損害を与え、法律上の賠償
責任を負った場合に支払われる
ものです。（免責金額�0円）

���（＊3）携行品損害（免責金3,000円）

保険料　　　おひとり様�1,000円

国内旅行総合保険保険金額（1泊2日までの旅行）
死亡・�
後遺障害
＊1

入院
保険金
日額�＊1

通院
保険金
日額�＊1

賠償責任
＊2

救援者
費用等�
＊1

携行品
損害
＊3

996.7万円 12,000円 8,000円 3,000万円 100万円 10万円

上記は国内旅行総合保険の特徴を記載したものです（詳しい補償内容は「ご加入のおすすめ」をご覧ください）。お客様の年齢や条件によっては、上記タイプにご加入頂けない場合が
ございます。詳しくは｢ご加入のおすすめ｣記載の｢ご加入プラン｣の注記をご覧ください。ご加入にあたっては必ず｢ご加入のおすすめ｣記載の「重要事項説明書」をよくお読みください。
その他ご不明な点がある場合は取扱代理店（当社）までお問合せください。「保険金をお支払いする主な場合」「保険金をお支払いしない主な場合」の内容については｢ご加入のおすすめ｣
記載の「重要事項説明書」をご覧ください。
取扱代理店：株式会社阪急交通社　引受幹事保険会社：東京海上日動火災保険株式会社16-T24026　作成年月2018年11月26日

阪急交通社ではご旅行中の万が一の事故に備え国内旅行総合�
保険へのご加入をお勧めしております。ご加入ご希望の方は旅行
出発前に同封の旅行参加申込書にて旅行と同時にお申込いただき
ますとともに右記保険料を旅行代金と一緒に指定口座にお振込�
くだされば、当社にて保険加入の手続きをいたします。

※�手術保険金は、入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院中
以外の手術）の額をお支払いします。

コース番号 D70333M


