
1：観光列車「etSETOra（エトセトラ）」　2：「etSETOra（エトセトラ）」車内　
3：観光列車「La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」

海の「青」と波の「白」をイメージし、せとうちの穏やかな風景を感じさせる
シックなデザインの「etSETOra（エトセトラ）」と、列車の車窓をかばんの
ように見立て、旅にまつわる絵柄や言葉の数々を白い車体にデザインした
「La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」に乗車します。車窓に広がる
瀬戸内海の美景をお楽しみください。
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エトセトラ ラ・マル・ド・ボァ
La Malle de Bois

ラ・マル・ド・ボァ

etSETOra
エトセトラ

出発日 2021年9月2日（木）

広島・宮島から、尾道、鞆の浦、岡山まで2泊3日の旅。瀬戸内の美しい街 を々、2つ
の観光列車「etSETOra（エトセトラ）」（2日目の広島～尾道間）と「La Malle de 
Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」（3日目の宇野～岡山間）に乗車しながら巡ります。潮待ち
の港として栄えた鞆の浦では「汀邸 遠音近音」に宿泊し、温泉露天風呂付き客室
でゆったりと過ごせます。瀬戸内海の絶景を存分にご堪能ください。

2

広島・宮島から、尾道、鞆の浦、岡山まで2泊3日の旅。瀬戸内の美しい街 を々、2つ

エトセトラ

ラ・マル・ド・ボァ

をちこちみぎわてい

日本で最初の国立公園に指定された瀬戸内海を代表する景勝地のひとつで、坂本龍馬ゆかり
の港町・鞆の浦。2日目は全17室オーシャンビュー&温泉露天風呂付きのお部屋が魅力の
「汀邸 遠音近音」に宿泊します。また、翌日は琴・尺八奏者による名曲「春の海」生演奏を貸切
で鑑賞し、鞆の浦の生き字引ガイドが町並みをご案内します。

鞆の浦温泉　汀邸 遠音近音
をちこちみぎわてい

宿泊
＆
観光

部屋露天風呂の一例部屋露天風呂の一例

琴の生演奏琴の生演奏ロビーロビー

※掲載の写真はすべてイメージです。

  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。



※掲載の写真はすべてイメージです。

＊嚴島神社は工事中のため、完全な姿でご覧になれません。
※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。
※新幹線・観光列車は時刻改正により発着時間が変更となる場合があります。

※中学生以下のお子様は参加できません。　※3名様1室利用の設定はありません。

■出発日／2021年9月2日（木）
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■日程
東京駅（8：30～9：10）発（車中弁当昼食） j 新大阪駅（11：00～11：40）発 
j 広島駅（12：20～13：10）発 B 宮島口桟橋 s ◎宮島（嚴島神社参拝*）  
s ホテル前桟橋 m 宿泊箇所 ［広島泊］
※夕食は2016年G7広島外相会合で提供された食材やメニューを再現した特別コース

j…新幹線　B…バス　m…徒歩　s…フェリー　t…電車
◎…入場観光　〇…下車観光

宿泊箇所 B 広島駅 t 観光列車「etSETOra（エトセトラ）」 t 尾道駅 
B 〇千光寺公園（ロープウェイで空中散歩） B 宿泊箇所  　 ［鞆の浦温泉泊］

宿泊箇所 m 〇鞆の浦（　　　　琴・尺八奏者による名曲「春の海」生演奏の
貸切鑑賞と町並み散策） B  宇野駅 
t 観光列車「La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」 t 岡山駅（16：00）着 
j 新大阪駅（17：40～18：10）着 j 東京駅（20：10～20：40）着

■発着地：東京（東京駅発着）、大阪（新大阪駅発着）、現地（広島駅発／岡山駅着）　
■利用交通機関：東京／JR（新幹線・グリーン車）、大阪／JR（新幹線・グリーン車）　
■利用バス会社：中国ジェイアールバス株式会社　
■最少催行人員：10名様　
■添乗員：1日目東京駅から3日目東京駅まで同行
　　　　 （大阪・現地発着は1日目広島駅から3日目岡山駅まで同行）　
■宿泊：1泊目：グランドプリンスホテル広島（洋室、バス・トイレ付）、
　　　 2泊目：鞆の浦温泉 汀邸 遠音近音（洋室、専用露天風呂・トイレ付）　
■食事：東京／朝2回、昼3回（うち1回弁当）、夕2回、大阪・現地／朝2回、昼2回、夕2回

東京発着 170,000円

2名様1室

210,000円

1名様1室

大阪発着 164,000円 204,000円
現地発着 142,000円 182,000円

■旅行代金（基本プラン）　おひとり様（税込）

特別企画

2日目グレードアップ客室プラン（2名様1室のみ）※お部屋は選べません。
上の旅行代金に

おひとり様5,000円追加
コーナービューツインまたは

ワイドビューツイン（52.0～53.6㎡）

宮島 嚴島神社

1日目は日本三景「安芸の宮島」で、海に
浮かぶ姿が幻想的な朱塗りの世界遺産・
嚴島神社を地元公認ガイドとともに散策し
ます。夕食は、2016年のG7広島外相会合
の会場となったグランドプリンスホテル広島
にて、会合で提供された食材やメニューを
再現した特別コースをお召しあがりください。

食事
＆
観光

■バスはおひとり様につき2席分ご用意
■バス車内は接触箇所の消毒を徹底し、換気機能完備のバスをご用意
■添乗員・乗務員は検温などの体調管理を徹底し、業務中はマスクを着用
■各業界の対策ガイドラインを順守している宿泊・食事施設および交通機関を選定

より安心・安全な旅へ

G7広島外相会合再現メニュー

　　　　　　　　　 2020年5月20日乗車分から、東海道・山陽・九州新幹線に3辺の合計が160㎝を超える荷物（以下、「特大荷物」）を車内に持ち込む場合は、事前に特大荷物スペースつき座席の予約が必要ですので、旅行申込時に販
売店係員にお申し出ください。（予約料は無料ですが、席数には限りがあります。）3辺の合計が250㎝を超える荷物は持ち込めません。また、事前予約せずに「特大荷物」を持ち込みされた場合、車内で手数料（1,000円・税込）をお支払い
いただく必要がありますので、なるべく荷物は小分けにするようお願いします。なお、自由席（一部区間自由席を含む）をご利用の場合、「特大荷物」は持ち込めません。お持ち込みされる場合、別途所定の運賃・料金が必要です。ご不明な点
は、販売店係員にお問い合わせください。「特大荷物」の持ち込みに関する詳細は、JR東海(https://jr-central.co.jp/)・JR西日本(https://www.westjr.co.jp/)・JR九州(https://www.jrkyushu.co.jp/)のウェブサイトをご覧ください。

＜特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて＞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、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、係員に必ずお申し出ください。

特大荷物について

旅行契約の解除期日

１.募集型企画旅行契約
（１）（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、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。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、
ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表
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。
２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代
金の全額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違
約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場
合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込み
の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申
込書と申込金を提出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに
成立したものとします。
（５）通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立します。
ただし、ｅ-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお
客様に到着したときに成立するものとします。
３．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前
にお支払いいただきます。
４．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は
旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行は３日前）より前に連絡させていただ
き、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場

料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
（１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、
旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受している旅行代金（ある
いは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消
料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
（2021年5/1～4は、ご宿泊のみの場合でも下記の取消料が適用されます。）

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出い
ただいた日とします。
（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場合、旅行
費用全額に対して取消料が適用されます。
（４）宿泊のみご予約になった場合

※ただし、2021年5/1～4にご宿泊の場合は、(1)の取消料が適用になります。
７．個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄記載の受託旅
行業者は（以下「販売店」といいます。）ご提供いただいた個人情報について、①お客

様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のた
め、③旅行に関する諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費
用等を担保する保険手続のため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させていただきます。
（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等
を輸送・宿泊機関、土産物店に提供する事があります。
（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏
名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等
のご案内のために、共同して利用させていただきます。なお当社グループ会社の名
称は当社のホームページ（http://www.nta.co.jp）をご参照下さい。
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2021年1月1日を基準としています。また旅行代金は2021年
5月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

旅行代金 20,000円未満
5,000円以上 20,000円以上

50,000円以上100,000円未満20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上お申込金

1～14名
15～30名
31名以上

無料
無料

20%
20%

30% 10%

50%
50%
50%

100%
100%
100%

7日前 8日前～20日前6日前5日前4日前3日前前日当日旅行開始後の解除
または無連絡不参加 2日前

【この書面は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。】
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

21.1月改定

国内ご旅行条件（要約）

おとなび・ジパング商品センター
〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル3階

旅行企画実施 
「地球にやさしい旅人宣言」-自然や文化遺産を大切に-

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

西J4010168-046

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
3300-171〒 ルビST場馬田高　2-31-3田高区島豊都京東 社本

総合旅行業務取扱管理者：鈴木 俊行
1300-045〒 DLIUB UXEN 浜北　33-4東浜北区央中市阪大府阪大 　店支阪大

総合旅行業務取扱管理者：広瀬 直子

受託販売 
JCBトラベルデスク ザ・クラス専用ダイヤル

受付時間10:00AM～6:00PM 日・祝・年末年始休

JCBトラベルデスク  
  

※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下のフリーダイヤルとなります。

0120-308-155 ※JCBザ・クラスのお客様はお住まいの地域にかかわらず、
　専用ダイヤルへお電話ください。

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

東 京 大 阪 0120-950-3480120-950-347
●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。




