
2023年 2月5日（日）出発限定宮崎発
直行便でひとっ飛び
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通常、羽田空港乗継便だと
約5時間30分かかるところ・・・

©フジドリームエアラインズ

■旅行代金（おとなおひとり）：
　広島連泊らくらくプランコース3日間／
　ホテルビスタ広島2名1室／朝食2回付
　往復FDA直行便利用の場合

コースのご注意／必ずご確認の上、お申込みください。
●行程中の全宿泊は、同一人員、同一室数でお申込ください。但し、定員の都合により客数が異なる場合、入室
人員の多い旅行代金が適用となります。●交通渋滞や天候により、行程の順序、観光時間、昼食場所（内容）・夕
食場所（内容）が変更となる場合があります。●場所によっては階段や坂道もあります。歩く機会が多くなります
ので、履きなれた靴でご参加ください。●お申込の際は感染予防対策のご協力をお願いします。詳しくは販売店
係員までお問合せください。  ※注❶2022年11月現在の予定時刻となります。   ※掲載の写真はイメージです。

広島3日間

■スケジュール
●利用航空会社：フジドリームエアラインズ（FDA）
●利用バス会社：中国ジェイアールバス又は中国エリア利用バス会社
●最少催行人員：10名　
   ※但し、出発日から30日前の時点でお申込人員が10名に満たない場合、催行中止となる場合があります。
●添乗員：1日目宮崎空港から3日目宮崎空港まで同行いたします
●食事回数：朝2回・昼2回・夕1回
●申込締切：出発日の30日前

２
／
５

２
／
６

日 宮崎空港（13：10頃発）注❶

※ご希望の方は広島平和祈念資料館・原爆ドームにご案内します。 別途、入館料が必要となります。

曜日日 赤字は下車観光、青字は入場観光、それ以外は車窓観光となります。 お食事
FDA直行便 

FDA直行便 

広島空港（14：10頃着・14：40頃発）

月

２
／
７
火

広島市内（9：00頃発） 岩国市内観光（錦帯橋・岩国城）・昼食（岩国寿司） 　　

宮島口　　宮島 … …宮島観光（嚴島神社・宝物館）… …宮島（泊）

呉市海自歴史科学館（大和ミュージアム）・昼食

広島市内（泊）

宮島（8：30頃発）

広島空港（14：35頃発） 宮崎空港（15：30頃着）注❶
昼
朝

朝
昼
夕

宮島・岩国を訪ねて　3日間 ◆2日目は世界遺産嚴島神社のある宮島に宿泊。コースの
ポイント 宮島をじっくり堪能いただけます。 ホテルは3つから選べます。

79,00064,0002～3名1室

■旅行代金：宮崎空港～広島空港発着
おひとり：円 ホテルみや離宮

宿泊の場合
岩惣
宿泊の場合

宮島グランドホテル
有もと  宿泊の場合

おとな

7204-050

■スタンダードツイン
　14～25階
   （24㎡/定員2名）
〈朝〉(和洋バイキング/
レストラン) ホテル高層階からの眺め

（夜景・イメージ）

嚴島神社大鳥居（イメージ）

協力：宮崎空港振興協議会　
　　  一般財団法人空港振興・環境整備支援機構
協力：宮崎空港振興協議会　
　　  一般財団法人空港振興・環境整備支援機構

リーガロイヤルホテル広島
広島市の中心に位置し、
平和記念公園
（原爆ドーム）へ
徒歩約5分、広島城へ
徒歩約10分と立地抜群です。

1泊目 広島市内
ひろ  しま

露天風呂（男性用）

7213-002

■数寄屋和室
   （10畳＋踏込/定員2名）
〈夕〉(和食/レストラン
又は食事処  ※選べません)
〈朝〉(和食/レストラン
又は広間  ※選べません)

宮島グランドホテル有もと
嚴島神社から徒歩約3分、
世界遺産に一番近い宿
です。

2泊目 宮 島
ありみやじま

大浴場

7213-019

■一般客室（和室）海側
   （10畳/定員2～3名）
〈夕〉(和食/部屋又は
レストラン又は宴会場)
〈朝〉(バイキング又は和食
/レストラン又は宴会場)

宮島 神撰の宿 ホテルみや離宮
（旧：ホテルみや離宮）
最上階に位置する大浴場から
は五重塔や瀬戸内海の美しい
景色を楽しみいただけます。

2泊目 宮 島
り  きゅう

り きゅう

みやじま しん せん やど

大浴場

7213-005

■新館和室
   （10畳＋踏込/
定員2～3名）
〈夕〉(和食/食事処)
〈朝〉(和食/食事処)

岩 惣
創業1854年の伝統と
格式のある
純和風の宿です。

2泊目 宮 島
いわ そう

2
泊目

2
泊目

2
泊目



●募集型企画旅行契約

●旅行のお申し込み及び契約成立時期

（5）　お申込金 （おひとり）

（1）  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。

旅行代金 お申込金 旅行代金 お申込金
6千円未満 旅行代金の 20％ 10万円未満 20,000 円
3万円未満 6,000 円 15万円未満 30,000 円
6万円未満 12,000 円 15万円以上 旅行代金の 20％

●旅行代金のお支払い

●取消料

契約解除の日 取消料（おひとり様）
旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

除解の前以日るたあに目日12  ）1
　（日帰り旅行にあっては11日目） 無　料
2）20日目にあたる日以降の解除
　（日帰り旅行にあっては10日目）　（3～6を除く） 旅行代金の20％

除解の降以日るたあに目日7  ）3 　（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） 加参不絡連無はたま除解の後始開行旅  旅行代金の100％

の中程行等関機泊宿・送運、更変のスーコびよお日発出るよに合都ごの様客お ＊
一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された
場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。

●旅行代金に含まれるもの

●お客様の責任（抜粋）

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

お申込のご案内（お申込いただく前に、この頁と各コース毎のご案内とご注意を必ずお読みください。） お申込の際には、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込ください。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第64号

日本旅行業協会正会員
宮崎県宮崎市橘通り東4-7-28

宮崎支店

●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企
画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外
来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲
において、補償金または見舞金を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保
険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
・死亡補償金：１５００万円　・入院見舞金：２～２０万円　・通院見舞金：１～５万円
・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（ただし、補償対象品1個あたり１０万円を限度とします。）

この旅行は（株）JTB宮崎支店（宮崎県宮崎市橘通り東4-7-28観光庁長官登録 旅行業第
64号。以下「当社」という。）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」という）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
旅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。
なお、当パンフレットに記載された旅行条件と別途お渡しする旅行条件書（全文）に記載さ
れた条件との相違がある場合は、当パンフレット記載の旅行条件が適用されます。

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。

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）、宿泊代金、食事
代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税（一部注釈のあるコースにおける宿泊税を含みます）。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。）

お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が
一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を
添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、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
者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客
様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お
申込店の販売員にお問い合わせください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員、運送・宿泊機関等旅行サービス
提供会社、または、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくな
り次第ご通知ください。）

●個人情報の取扱について
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の手続に必要な範囲内で利
用させていただきます。このほか、当社及び販売店では、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ご提供のお願い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。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年11月1日を基準としています。また、旅行代金は2022年11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。

当社らは、社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社（以下「会員」という）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」という）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）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、当社の予約を承諾する旨の通知がお
客様に到達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をしていただきます。

（3）お客様が旅行予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場合、当社の予約を承諾
する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して2日以内にお申し込み内容を確認のう
え、申込金の支払いをしていただきます。この場合、前項の定めにより契約が成立します。

（4）旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項（2）により申込金を当社らが受領したときに、ま
た、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、申込金のお支払い後、当社ら
の旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。また、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でも、通信契約によって契約を成立させるとき
は、右記●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件（１）の定めにより契約が成立します。

（1）通信契約による旅行契約は、当社らの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。

（2）「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカ
ード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（ただ
し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差
し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

（3）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。

■スケジュール
広島連泊らくらくプランコース　3日間
●利用航空会社：フジドリームエアラインズ（FDA）
●最少催行人員：2名
●添乗員：同行いたしません。
●食事回数：朝2回・昼0回・夕0回
●申込締切：出発日の14日前

２
／
５

２
／
６ コースのご注意／必ずご確認の上、お申込みください。

●行程中の全宿泊は、同一人員、同一室数でお申込ください。但し、定員の都合により客数が異なる場合、入室人員の
多い旅行代金が適用となります。●お申込の際は感染予防対策のご協力をお願いします。詳しくは販売店係員まで
お問合せください。  
※注❶2022年11月現在の予定時刻となります。
　注❷広島空港から広島市内へは各自お客様負担にてご移動となります。
　注❸広島市内から広島空港へは各自お客様負担にてご移動となります。

日 宮崎空港（13：10頃発）注❶

注❸

注❷

各自
お客様負担

曜日日 お食事

広島空港（14：10頃着）

月

２
／
７
火

広島市内　  終日自由行動にてお楽しみください  広島市内（泊）

出発まで自由行動にてお楽しみください

広島市内（泊）

朝

広島市内

広島空港（14：35頃発） 宮崎空港（15：30頃着）注❶

朝

各自
お客様負担

7204-005

■スタンダードツイン14～25階（24㎡/定員2名）)
■スタンダードツイン14～25階（22㎡/定員1名）)
〈朝〉（和洋バイキング/レストラン）

7204-079

■モデレートダブル（18㎡/定員1～2名）
〈朝〉（バイキング/レストラン）

リーガロイヤルホテル広島
ひろ  しまひろ   しま

ホテルビスタ広島
FDA直行便 

FDA直行便 

34,800
56,800

29,800
45,800

2名1室

1名1室

■旅行代金：宮崎空港～広島空港発着
おひとり：円 リーガロイヤルホテル広島ホテルビスタ広島
お
と
な

●最少催行人員：各コースにより異なります。各コースをご覧ください。 ※最少催行人員に満たない場合、催行中止となります。 ※同
行者の取消によってお申込基準を満たさなくなった場合は申込者全員が自動的に取消扱いとなり、所定の取消料がかかりますので、予めご了
承ください。 ※相部屋の設定はありません。 ●旅行代金：ご利用人数、日程により異なります。 ●ご旅行中に、お客様の都合で使
用されなかった切符やクーポン券類の払戻しは一切できませんので、予めご了承ください。 ●行程の凡例　　　　航空
機、　　徒歩、　　バス・タクシー、　　 船、　　  現地お客様負担（旅行代金には含まれません）、バス・タクシー乗車
中はシートベルトを着用してください。●行程に記載の出発・到着時間および所要時間はあくまで目安です。交通事情
などにより異なる場合もあります。バス移動時間90～120分を目安に1回休憩をお取りします。●行程の「散策」は添乗
員又は乗務員が誘導し散策・観光、「自由散策」は、お客様のみで自由に散策・観光いただきます。●食事条件は旅行代金
の中に含まれている食事を表示しています。右記は食事の凡例です。  　＝朝食、    ＝昼食、   ＝夕食、　＝お弁当の食
事、　＝付いていません。●スケジュール（行程）に記載の1日目出発地の集合場所まで及び最終日帰着地の解散場
所以降の交通費はお客様負担となります。●お申込締切日について：〈宮島・岩国を訪ねて３日間〉は出発日の30日前、〈広
島連泊らくらくプランコース3日間〉は出発日の１４日前までお申込できます。※但し、店舗休業日等により異なる場合があります。

必ずお読みください お申込いただく前に、下記事項、及び各コースごとの掲載内容を必ずご確認の上お申込ください。

航空機

意
注
ご

当ツアーはJTBトラベルポイントは対象外となります

車椅子ご利用のお客様、身体障害者補助犬について　●ご利用のお客様は必ずお申込時に販売店係員にお申出ください。

●宿泊施設のチェックイン・チェックアウトの手続きはお客様各自となります。

昼 夕 弁朝

温泉（鉱泉含む）について
こども・幼児の設定はありません。
こども・幼児について

①行程中の全泊は、同一人員・同一室数においてお申込ください。 ②悪天候などにより飛行機が遅延又は欠航した場合、行程
が大幅に変わることがあります。 ③航空機の発着時間は2022年11月現在のものです。航空会社の都合もしくはスケジュール
改訂によって旅程の航空機発着時刻が前後する場合がございます。また、宮崎→広島間はチャーター便の為、申請予定(もしく
は申請中)の運航スケジュールを基準としています。決定スケジュールによって発着時間等は大幅に変更となる場合がありま
す。詳しくは最終旅行日程表にてご案内します。 ④旅行代金には諸税（宿泊税含む）・サービス料・国内線を利用する場合の国内
線旅客施設使用料が含まれています。⑤バスガイドが同行しない区間が一部ございます。 ⑥交通機関のお座席につきましては
団体手配のため、お席が前後に分れる場合があります。又、窓側・通路側等、お座席の指定につきましては当社に一任ください。

●お客様が快適にご入浴いただけるように適切な温度・成分となるよう加水・加温等をしている場合があります。  ●浴槽が
多数ある宿泊施設の場合、ご入浴をより楽しんでいただけるように、入浴剤を使用する場合があります。（例：ワイン風呂、酒
風呂、薬湯等）。 ●安心してご入浴いただけるように、殺菌消毒をしている宿泊施設もあります（厚生労働省告知を遵守した
消毒を行っており、加水・加温・循環ろ過・入浴剤使用のいずれも行っていない場合は「源泉100％」の表示をしています）。

意
注
ご

交通手段について
●バス車内は禁煙となっております。 ●バス車内での食事はご遠慮ください。飲食も必要に応じた水分補給のみとしてください。 
●航空機利用の場合、適用運賃は包括旅行割引運賃となり、ご利用上の制限があります。利用航空会社は、フジドリームエアライン
ズ（FDA）となります。 ●機内持込み・預け入れ手荷物には制限があります。詳しくは、航空会社ホームページをご確認ください。

客室について ●客室・食事条件・食事内容などの選択は特に記載のない限り、グループでの選択となります。おひとり毎の
選択はできません。 ●特に記載のない限り、客室は風呂・トイレ付です。　●宿泊施設の客室が洋室の場合、ご利用人数に
よってはソファーベッド又はエキストラベッド使用となる場合があります。販売店係員へお問合せください。パンフレットに
掲載されている客室の写真は一例となり、実際には異なる場合があります。　●和洋室の場合は、特に記載のない限り1室
に「正ベッド」2台です。　●特に指定のない限り、禁煙・喫煙の確約はしていません。　航空機・船舶の座席について　●特
に記載のない限り航空機は普通席、船舶は2等又は自由席となります。　●喫煙席／禁煙席、窓側／通路側のご希望は事
前にお伺いできません。また、グループ、カップルの方でも座席が離れる場合があります。利用航空便は経由便となる場合
があります。　コース内容の変更について　●航空機運航スケジュールなどの変更で各コース中の出発・到着時間幅をは
ずれる場合があります。また、混雑・天候状況・その他の事情により現地出発・到着時間、観光箇所、行程の順序、食事時間な
どが変更となる場合があります。　夕・朝食会場及び内容について　●夕・朝食会場及び内容が「又は」と2つ以上記載の場
合、事前に選択・リクエストはできません。　料理写真について　●季節・仕入などの都合により料理内容・器が変更となる
場合があります。　食物アレルギーについて　●必ずお申込時に販売店係員にお申出ください。ご旅行中は、厳密な「アレ
ルギー物質除去食」の提供はできません。アレルギー対応で追加代金が発生する場合、現地払いとなります。

●各ページに掲載されている宿泊施設や入場施設の情報は、営業時間、食事場所・内容・時間、入浴場所・時間などが予告なく変更と
なったり、サービスの提供が中止となる場合があります。また、指定された便の運休などにより、便の変更や行程の変更が行われる場
合があります。　●天候などの諸条件により、記載の観光内容がご覧いただけない場合があります。　●掲載のイベントは特に記載
のない限り2022年11月現在の予定となります。内容などは変更となる場合がありますので、予めご了承ください。　●祭・花火・マラ
ソン等のイベントが開催される際、現地にて公共交通機関の運行が規制される場合があります。　●「国内旅行総合保険」をおすすめ
します。販売店係員にお問合せください。（一部お取扱いできない販売店があります。）　●写真はイメージです。花・飲料などの装飾
は付きません。予めご了承ください。

出発地から帰着地まで添乗が同行するプランです。　

添乗員・現地係員は同行しません。ご旅行に必要な最終日程表類をお渡ししますが、旅行中の手続きはお客様ご自身で行ってください。

各自
お客様負担

※行程の一部が現地係員のみのご案内又はお客様各自となる区間がある場合があります。 
※行程の一部でバス会社又はタクシー会社の乗務員のみでのご案内となる場合があります。

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮・措置が必要になる場合があります。詳細は、「旅行条件書」の「お
申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある場合は、ご相談させていただきますので、必ずお申出ください。

〈宮島・岩国を訪ねて3日間〉添乗員同行プラン
〈広島連泊らくらくプランコース〉個人型プラン

総合（国内）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に関する責任者です。
この旅行契約に関して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ください。

〈受託販売〉ご旅行のご相談・お申込は下記の販売店をご利用ください。


