
この秋、錦に染まる熊本・大分へ。まずは阿蘇・くじゅうの雄大な山並みを満喫し、2日目は名湯・由布院に宿泊します。「御三家」
と称賛される名旅館でくつろぎの一夜を過ごした翌日は、旅のフィナーレとして人気の列車に貸し切りで乗り込み、九州の恵みを
活かしたスイーツ中心のコースに舌鼓。心満たされる、食事にもこだわった至福の秋旅をお楽しみください。

2人席、4人席のある車内は、メープル材を使用し、木のぬくもりが感じら
れます。「ななつ星in九州」でも人気の格（ごう）天井は必見です。

落ち着いた色とウォールナットの組子に囲まれたコンパートメント（個室）を
ご用意。組子は「ななつ星in九州」と同じ繊細な技巧です。 

「或る列車」2号車 車内　「或る列車」1号車 車内

1号車 2号車

「或る列車」貸切乗車と由布院・御三家の
名旅館に泊まる 熊本・大分 3日間

由布院・御三家
出発日：2018年11月7日（水）

「或る列車」外観

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。

約100年前に建造されながらも活躍する機会のなかった“幻”の豪華客車「或る列車」が、
水戸岡鋭治氏＋ドーンデザイン研究所のデザイン・設計で現代に復活。クルーズトレイン
「ななつ星in九州」に次ぐラグジュアリーな空間を貸し切り、自然環境をテーマにした料理を
つくり続けるシェフ成澤由浩氏がプロデュースするスイーツコースをお楽しみください。

※スイーツコースはイメージです。料理は月毎によって変更します。  ※掲載の写真はすべてイメージです。

時を越えてよみがえった豪華客車を独占

スイーツコース メインスイーツ スープスイーツ



■旅行代金 おひとり様（税込）
〈2名様1室利用〉 
 2日目:由布院 玉の湯（和洋室/10畳+10畳）または、亀の井別荘（離れ和洋室/A、Bタイプ）
 または、山荘無量塔（和洋室/楽、新タイプ）から選択
〈1名様1室利用〉 
 2日目:由布院 玉の湯（和洋室/10畳+8畳）または、亀の井別荘（本館／洋室）から選択

※「或る列車」は個室利用を除き、相席利用となる場合があります。
※2名様1室利用の場合、おひとり様追加代金4,000円で2日目を亀の井別荘（離れ和室露
天風呂付）にグレードアップが可能です。
※小学生以下のお子様のご参加はできません。

由布院の最高峰「御三家」の名旅館に宿泊

外観 フロントのある母屋/イメージ

亀の井別荘
広大な敷地にひとつひとつ趣の違う客室
金鱗湖につながる約1万坪の敷地には、樹齢200年
を超える木々に囲まれた庭と、14の離れ、6つの洋室
(本館)をご用
意しています。
由布院に要人
を招く別荘と
して建てられ
た、大正10年
創業の老舗旅
館です。

山荘無量塔
独自の世界観が生む、無二のおもてなし
静かな山中に佇む宿の客室はすべてが離れで、ほと
んどは古民家を移築したもの。室内は洋家具を配置
した独特な空
間。敷地内に
はお食事処、
バー、ショップ
などが点在し、
隠れ里の雰囲
気がただよい
ます。

由布院 玉の湯
自然とひとつになれる

老舗旅館
約3,000坪の雑木林のなかに16の
客室が点在。料理は「地産地消」をめ
ざし、新鮮な地元の食材を丁寧に調
理しています。由布院の自然と、心か
らくつろげるひとときをお楽しみくだ
さい。

大浴場/イメージ 玄関/イメージ

■出発日 ： 11月7日（水）  飛行機　  バス　  徒歩　  列車　
日次 行程 食事

1
羽田／伊丹空港（10:00～11:00）発   熊本空港（12：00～12：30）発 
 いちの川（創作料理の昼食）  大観峰（阿蘇五岳展望）  

宿泊箇所 【久住高原泊】

2
宿泊箇所  竹田（岡城址など見学）  ア・マ・ファソン（創作フレンチ
の昼食）  九重“夢”大吊橋  やまなみハイウェー  由布院観光
（人力車でひと味違う観光＊）  宿泊箇所 【由布院温泉泊】

3

由布院観光（人力車でひと味違う観光＊）  レストラン秋子想（洋食の昼食） 
 日田市内観光（天領日田の街並み散策や、廣瀬資料館見学など）  
日田駅  （JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」乗車）  
大分駅（17：11）着   大分空港（18：30）着   羽田／伊丹空港
（20:00～21:40）着

＊人力車観光は2日目と3日目に分かれての利用になります。

宿泊 「或る列車」 東京発着 大阪発着 現地発着

2名様1室利用
2名様または4名様席利用 228,000円 218,000円 198,000円
2名様用個室利用 230,000円 220,000円 200,000円

1名様1室利用 相席または個室利用 255,000円 245,000円 225,000円

■発着地 ： 東京（羽田空港）、大阪（伊丹空港）、現地（熊本空港集合／大分駅着または大分空港解散）
■宿泊：1日目:レゾネイトクラブ くじゅう（洋室）

2日目:由布院 玉の湯、亀の井別荘、山荘無量塔のいずれか
■利用交通機関 ： 飛行機、JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」
■最少催行人員 ： 20名様　■添乗員 ： 東京、大阪より各1名同行します

 

〈2日目または3日目〉 
人力車に乗って一巡り。由布院再発見

九重“夢”大吊橋〈2日目〉 
360度の大パノラマ、標高777mの散歩路

元気な俥夫が楽しく
観光スポットをご案
内。何度も訪れたこと
のある方も新たな由
布院に出あえます。絶
妙なスピードと心地よ
い揺れ。人力車から
の視界は目線が高い
分見るものを新鮮に
感じられるでしょう。

長さ390m、高さ173m、歩道専用として高さ日本一の吊橋。
目の前には「日本
の滝百選」にも選
ばれた名瀑、眼下
には紅葉の美しい
鳴子川渓谷、見渡
せば、くじゅう連山
の雄大な景色。360
度の大パノラマに
思わず歓声があが
ります。

観光

人力車/イメージ

九重“夢”大吊橋/イメージ

別途詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、下記旅行条件（募集型企画旅行契約/要約）とあわせて事前にご確認の上、お申し込みください。

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

お申し込みの際は必ず下記旅行条件（募集型企画旅行契約/要約）をお読みください。
この旅行は株式会社朝日旅行（以下当社という）が企画・募集し実施するもので、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（以下をご確認ください）を締結することになります。この契約に定めの
ない事項については当社旅行業約款および法令又は一般に確立された慣習によります。又、当社が法令
に反せずかつお客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、その特約が優先します。

1.旅行のお申し込みと契約の成立時期
①コース番号をご指定の上、お申し込みください。電話、Eメール、ファックスでお申し込みの
際は、コースNo、出発日、人数、名前、住所、電話番号、Eメールアドレス等をお知らせくださ
い。Eメール、ファックスによるお申し込みの時点では、まだ正式な予約ではなく、当社がお申し
込みを受諾した旨を、回答申し上げた時点で予約となります。なお、当社の営業時間外に送信
いただいたお申し込みについては、翌営業日、営業時間の回答とさせていただきます。当社が
予約受諾の旨を通知し、お客様の旅行代金のお支払いをもって、契約の成立となります。
②通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時
に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は当該通知
がお客様に到達した時に成立するものとします。

2.旅行代金に含まれるもの
旅行代金には旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊、食事、観光料金（ただし「自
由」「自弁」と記載されているものを除く）、添乗員経費、消費税が含まれています。（コースに
含まれない交通費などの諸経費、及び個人的費用は含みません）

3.旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運
行（航）計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契
約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。

4.取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

企画旅行取消料　お取り消しの場合は下記の取消料を申し受けます（各旅行代金に対して）

出発日の
前日から
起算して

20日前から8
日前まで

7日前から
2日前まで

出発前日
（1日前）

出発日
当日

出発後・
無連絡
不参加

20％ 30％ 40％ 50％ 100％

※コース、期日の変更の場合も上記取消料が適用されます。※キャンセル（お客様による旅行契約の解
除）のお申し出の取り扱いは当社の営業時間内を基準といたします。※本表の適用に当たって「出発
後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以
降をいいます。

5.取消料のかからない場合（お客様による旅行契約の解除）
①～⑤の場合は取消料はいただきません（一部例示）。
①旅行契約内容に例示（a～f）する重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更 b.観光地、観光施設、その他の目的地の変更 c.運送機関
の種類又は運送会社の変更 d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 e.宿
泊施設の変更 f.宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更。

②旅行代金が増額された場合。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その
他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能
となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が確定日程表を交付しなかった場合。
⑤当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

6.当社による旅行契約の解除
次の場合、当社は契約を解除することがあります（一部例示）。
a.旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき b.申込条件の不適合 c.病気、団体行動
への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき

7.当社の責任
当社は当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは損害を
賠償いたします。（損害発生から一定期間の申し出に限る）。ただし次のような場合は原則とし
て責任を負いません。天災地変、運送宿泊機関の事故もしくは火災等によるサービス提供の
中止、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中
止、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

8.特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った一定の傷
害について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金をお支払いします。
ただし、細菌性食中毒、地震、津波による傷害をのぞく。

9.旅程保証
旅行日程に5.①に掲げる重要な変更が行われた場合は、募集型企画旅行契約の規程により、
その変更の内容に応じて旅行代金の1％～5％に相当する額の変更補償金をお支払いします
（天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運
行（航）計画によらない運送サービスの提供の場合をのぞく）。ただし、一旅行契約について支払
われる変更補償金の額は、旅行代金の15％を上限とします。また、変更補償金の額が1,000円未満の
場合はお支払いいたしません。

10.お客様の責任
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を
被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。

11.
この条件書に定め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、
ご請求ください。

12.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年6月1日を基準としています。

●個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際にご提出いただい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、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関・保険会社等の提供する
サービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていだきます。
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等のご案内。2.アン
ケートのお願い。3.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。
当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については、当社ホームページまたは店頭でご
確認ください。（http://www.asahiryoko.com）

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

●ご紹介の商品は、ご希望日により、すでに満席の場合があります。
●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。

JTB・朝日新聞グループ

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第97号
一般社団法人日本旅行業協会正会員・ボンド保証会員

大阪支店 大阪市北区梅田1-2-2-1022
　　　　　　　　   大阪駅前第2ビル10階　〒530-0001

※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。
※ 左のフリーダイヤルにおかけになると自動音声でご案内します。
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左の
　フリーダイヤルとなります。

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 


