
国の重要無形民俗文化財に指定された
伝統的な漁法を間近で観賞
奈良時代の書物にはすでにその名が登場する「鵜飼」。
なかでも宮内庁式部職の鵜匠として、伝統的な漁法を守る
「小瀬鵜飼」を屋形船から観賞します。 静寂のなか、瀬音
を聞きながら、巧みに鵜を操る鵜匠の姿がかがり火に照ら
しだされる、幻想的な風景に心奪われます。

まさに名画のような美しさ
透きとおる湧き水をたたえた
睡蓮の池
もとは名もなき池でありながら、SNSなど
のクチコミで、フランスの画家・モネの代
表作「睡蓮」にそっくりと一躍話題に。透
明度の高い水に睡蓮や鯉がゆらめく様
は、まさに名画が現実になったよう。

国宝茶室の内部を特別に見学し、 
心にしみるお抹茶の接待を
犬山城の東に広がる日本庭園「有楽苑」。その
苑内にたたずむ「如庵」は、 尾張の国が誇る
大茶匠・ 織田有楽斎が建てた茶室です。貴重
な内部の意匠を拝見しつつ、お抹茶で一服。

小瀬鵜飼 1日目 名もなき池（通称：モネの池） 2日目

国宝茶室 如庵 3日目

観　光

小瀬鵜飼／イメージ 有楽苑 国宝茶室 如庵／イメージ

名もなき池（通称：モネの池）／イメージ

JCBプレミアムカード会員限定ツアー ※ JCBプレミアムカードとは、JCBザ･クラス、プラチナ、
ゴールド ザ･プレミア、ゴールド、ネクサスの総称です。

長良川鉄道 観光列車「ながら」
水戸岡鋭治氏デザイン

観光列車ながら／イメージ

ランチプラン／イメージ

2018年7月20日（金）・9月8日（土）出発

長良川満喫観光列車「ながら」と
小瀬の伝統鵜飼 3日間

清流「長良川」に寄り添うように走る総延長72.1kmの長良川鉄道。
その景観美から食文化まで存分に堪能できるのが、観光列車「ながら」です。
水戸岡鋭治氏の手がけたロイヤルレッドの車両に乗り込み、
地元の素材を用いた内装のなかで食事を楽しむひとときが、
旅の思い出を彩ります。

岐阜・長良川への旅は名古屋から。名物のひつまぶしや、尾張徳川家伝来の美術品を楽しんだ後、日暮れを待ち、
歴史ある 「小瀬鵜飼」へ。翌日は長良川鉄道で絶景の車窓ランチを楽しみ、水路の街並みで知られる郡上八幡も散策します。
最終日は有楽苑を訪れ、現存する国宝茶室三名席のひとつ「如庵」を見学。清流や水風景に心洗われる夏旅をどうぞ。

JCB特別企画



清流 長良川が
目の前を流れる上質な空間
清流 長良川のほとりに立つ、風情ある上質
なホテルに、リバービューの部屋をご用意し
ました。対岸には岐阜城や金華山がそびえ、
夜にはライトアップされたお城の美しい輝き
が、いっそう旅情を引き立てます。

地元の名物料理を堪能！
当コースでは1日目昼食に名古屋名物のうなぎのひつまぶし、夕食は鵜匠の家岩佐
で鮎のフルコース、3日目昼食は飛騨牛コースを召しあがれます。

【岐阜 長良川】
岐阜都ホテル　 2連泊

宿　泊食　事

岐阜に「その店あり」と知られた中国料理の有名店
独創的な料理で全国のファンを魅了する伝説
の料理人が、長年腕をふるってきた岐阜の名
店。現在は長男である2代目が後を継ぎ、若 し々
い息吹きがもたら
されました。オリジ
ナリティーあふれる
“ヌーベルシノワ”
をご堪能ください。

四川料理 開化亭　 2日目夕食

料理の一例店内／イメージ

■出発日 2018年7月20日（金）・9月8日（土）
■発着地／旅行代金 ※大人おひとり様（税込）

※3名様1室でご利用の場合、ツインベッド＋エキストラベッド
となります。
■利用交通機関 ：  新幹線（グリーン車）
■最少催行人員 ： 15名様
■添乗員 ：  同行します 
■食事回数 ：  朝2回、昼3回、夕2回
※小学生以下のお子様のご参加はできません。
※9/8出発は村国座の回り舞台など、一部の見学ができな
い場合があります。

発着地 旅行代金（2名様1室）
東京 158,000円
名古屋 128,000円

1名様1室利用 追加代金 10,000円
3名様1室利用 おひとり様 3,000円引き

ツアーに関するお申し込み・お問い合わせはJCBトラベルデスクへ

JCBトラベルデスク  受付時間10:00AM～6:00PM 日・祝・年末年始休 
東　京  0120-950-347
大　阪  0120-950-348
※愛知県・岐阜県・富山県から西にお住まいの方は大阪へ、
　それ以外の方は東京へお電話ください。
※ 上のフリーダイヤルにおかけになると自動音声で案内します。
ガイダンスに従ってメニュー番号をご入力ください。
※JCBトラベルからお客様へご連絡する際の発信者番号は上のフリーダイヤルとなります。

●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、ご遠慮なく上の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

観光庁長官登録旅行業第1822号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
本　　社 東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル 〒171-0033
 総合旅行業務取扱管理者：林 由梨
大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜東4-33　北浜 NEXU BUILD 〒540-0031
 総合旅行業務取扱管理者：広瀬 直子

受託販売 

ご旅行条件（要約） ※お申し込みの際は必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき事前に内容をご確認のうえお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB(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」という）を締結
することになります。また、旅行条件は、以下によるほか、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行日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、以下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、以下旅行条件が適用さ
れます。
●旅行のお申し込み及び契約の成立時期
（1） 必要事項をお申し出のうえ、所定の申込書に所定の事項を記込し、お申込金を

添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払い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、当社が予約の
承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込み書の提出と申込金の支払
いをしていただきます。

（3） 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。

●旅行代金のお支払い
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）にお支払いください。また、お客様の
署名無くして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払い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。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）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」といい
ます)を条件にお申し込みを受けた場合、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） 契約成立は、当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき
（e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到着したとき）と

します。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
（2） 「力ード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い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。また取消料の力ード
の利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、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。

●取消料
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。

契約解除の日 取消料（おひとり様）
1） 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、21日目
にあたる日以前の解除 無料

2） 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、20日目
にあたる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の20％

3） 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、7日目に
あたる日以降の解除（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）旅行開始当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％
6） 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％
●旅行代金に含まれるもの
（1） 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎり航空機はエコノ

ミークラス）、 宿泊費、食事代、および消費税等諸税。
これらの費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻し
はいたしません。

●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定に基づき、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。・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（但し、補償対象品1個あたり
10万円を限度とします）
●個人情報の取り扱い
（1） 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に手続き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当社及び当社と連携する企業の商
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2018年3月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年3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。

●旅行企画・実施

株式会社JTB
観光庁長官登録旅行業第64号　一般社団法人日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11 〒140-8602

ツインルームの一例

日程   新幹線　  列車　  バス　  徒歩

日次 行程 食事

1
東京駅（9:00～10:00）発  名古屋駅（11:00）発  
名古屋市内（うなぎのひつまぶし昼食）  徳川美術館  宿泊箇所  
小瀬（鵜匠の家岩佐で鮎フルコースの夕食)  鵜飼見物  宿泊箇所 【岐阜・長良川泊】

2
宿泊箇所  美濃太田駅  〈観光列車ながら:車内ランチ〉 郡上八幡駅  
郡上八幡（ガイドと歩く街歩き）  名もなき池(通称：モネの池)  宿泊箇所  
岐阜市内（開化亭にてヌーベルシノワの夕食）  宿泊箇所 【岐阜・長良川泊】

3
宿泊箇所  国重要有形民俗文化財・村国座(ボランティアガイドによる説明付)  
名鉄犬山ホテル(飛騨牛コースの昼食)  有楽苑(如庵内部特別見学会とお抹茶の接待)  
熱田神宮  名古屋駅（17:00～18:00）着  東京駅(18:50～19:30)着


