
伊勢神宮両参りと
春日大社御本殿特別参拝 3日間

1951年に開業し、2016年には伊勢志摩サミットの会場となった、
歴史あるホテルです。数 の々賓客が訪れ眺めた美しい英虞湾の
景色を望み、館内のレストラン「ラ・メール ザ クラシック」では「海
の幸フランス料理」の魅力を余すことなく味わえます。

東京駅を設計した巨匠・辰野金吾が手がけ、「関西の迎賓
館」として世界の賓客を迎えてきたホテルは2019年で創業
110周年。名画や優雅な調度品に囲まれたメインダイニング
ルーム「三笠」での食事など、和洋折衷の美が冴える重厚華
麗な空間を、心ゆくまでご堪能ください。

料理の一例

志摩観光ホテル ザ クラシック 1日目

奈良ホテル 2日目

観光

ふたつのクラシックホテルで寛ぐふたつのクラシックホテルで寛ぐ

「関西の迎賓館」で名建築の美に酔う

世界の首脳を迎えた歴史あるリゾートに滞在

抹茶セット

桂昌殿

ダイニング

外観

料理の一例

3日目

およそ1300年前、平城京の守護と国民の繁栄を祈願するために創建。古式ゆかしい
社やその神域である原始林までがユネスコ世界遺産として登録されています。本ツ
アーでは御本殿の特別参拝と、通常は非公開の桂昌殿に訪れ、お抹茶をいただきま
す。壮麗な趣き、清浄な空気にひたるひとときをお過ごしください。

深い緑のなかに浮かぶ鮮やかな朱塗りの社
春日大社

中門 提供：春日大社 写真：桑原英文

出発日
2019年
3月3日（日）

春の気配に誘われ、まずは紺碧の海が待つ伊勢志摩の名門リゾートへ。景色と海の幸をご堪能ください。伊勢神宮は外宮と内宮を
お参りし、おはらい町も散策します。2日目の宿泊は奈良の名建築ホテル。重厚な歴史を肌で感じられます。最終日に訪れるのは、朱
の社殿が華やかな春日大社と、早春の花咲く城南宮。新しい季節を彩る、クラシカルな美を極めた旅へようこそ。

  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。

※写真はすべてイメージです。



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・12/30～1/3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。

ご案内します。で声音動自とるなにけかおにルヤイダーリフの上 ※
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。

 

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）をお受け取りになり、事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

●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

●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」といいます。）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。
●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、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。

（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。（但し、成立日が旅行開始前日から14日目に
あたる日より前の場合は「14日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」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。（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。

 ●旅行代金に含まれるもの
（1） 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(特に記載がないかぎり航

空機は普通席となります)
（2） 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
（3） 旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）
（4） 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（特に記載がない限り2人部屋に

2人ずつの宿泊を基準とします。）
（5） 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
（6） 航空機による手荷物の運搬料金
（7） 現地での手荷物の運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部の空港・駅・

港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合
があります。）

（8） 添乗員同行コースの同行費用※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、規程に定める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。

（2） 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を
土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係
る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの
個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年11月1日を基準としています。また、旅行代金は2018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。

取消日 取消料

無料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

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）

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）

4）旅行開始日の前日の解除
5）旅行開始当日の解除（6を除く）
6）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行代金の50％
旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の20％

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

観光 食事

3日目 1日目昼食 3日目昼食

1・2日目

しだれ梅と椿まつりが見頃の名刹へ

京都の南にあり、方除けの大社として平安時代から厚く信仰される
お宮。冬から春にかけて次々に境内を彩る300本の椿や、咲き始め
から散る頃まで美しい150本のしだれ梅を愛で歩き、雅やかな春の
訪れを楽しみませんか。

城南宮

城南宮城南宮

心のふるさとに参拝
伊勢神宮

その歴史は2000年以上。皇室の祖先神である天照大御神をお祀り
し、「心のふるさと」とされる伊勢神宮へ。まず外宮、そして宇治橋を渡り
内宮へと、古くからのならわしどおりの順序で、想いを込めたお参りを。

割烹 大喜
宮内庁・神宮司庁御用達の老舗割烹

料理の一例料理の一例

レストラン四季亭
社寺風建築で味わう大和路料理

料理の一例料理の一例

伊勢神宮のおひざもとで、ご参拝される皇
族の方 を々饗応してきた名割烹。最高の
寿司ネタを使用した特上にぎりの昼食
をどうぞ。

春日大社そばの旅館でいただくのは、茶
懐石をベースにした「大和路会席」。奈良
で採れた食材など旬の美味を、奈良の焼
物「赤膚焼」の器が引き立てます。

■発着地：東京（東京駅）、関西（大阪難波駅発／京都駅着）、名古屋（名古屋駅）、現地（宇治山田駅発／京都駅着）■利
用交通機関：新幹線（グリーン車）、近畿日本鉄道　■最少催行人員：12名様　■添乗員：同行します。 ※関西発着・現地
発着は1日目宇治山田駅から3日目京都駅まで同行します。　■宿泊：1日目：志摩観光ホテル ザ クラシック（プレミアムツ
イン）、2日目：奈良ホテル（新館スタンダードツイン）　■食事：朝2回、昼3回、夕2回　■旅行企画・実施：（株） 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

宿泊箇所 b 伊勢神宮・内宮（お伊勢さん観光案内人がご案内） m おはらい町自由散策 b 
伊勢戸田屋料庵（伊勢うどん付ミニ会席膳の昼食） b 宿泊箇所
※17：30～館内ガイドツアー　※夕食はメインダイニング「三笠」にて復刻フレンチディナー        ［奈良泊］

1

2

3

■日程 j…新幹線（グリーン車）　t…列車　B…バス　m…徒歩

宿泊箇所 b 春日大社（国宝 御本殿特別参拝と通常非公開桂昌殿） b 

レストラン四季亭（昼食） b 城南宮（しだれ梅と椿まつり観賞） b 

京都駅（16：00～17：00）着 j 名古屋駅（17：30～19：00）着 j 東京駅（19：00～20：30）着

■出発日／2019年3月3日（日）
■旅行代金　おひとり様、2名様1室利用（税込）
東京発着  　 198,000円
関西発着  　 172,000円
※気象条件、道路状況により行程が変更となる場合があります。
※気象状況により花が見ごろとならない場合があります。　※小学生以下のお子様は参加できません。

名古屋発着   181,000円
現地発着   　169,000円

東京駅（8:00～9:30）発 j 名古屋駅（10:00～11:00）発 t 　　  
大阪難波駅（10:00～11:00）発  t
割烹 大喜（昼食） B 伊勢神宮・外宮 B 

宿泊箇所   　  　　　　　　　 　　　　　　　　　      ［賢島泊］

宇治山田駅（11：30～12：30）発 b 

※夕食はレストラン「ラ・メール ザ クラシック」にて美食フレンチ

※写真はすべてイメージです。


