
予約の取りづらいSS席で愉しむ
宝塚歌劇宙組 JCB貸切公演

16年ぶりの傑作ミュージカル
『NEVER SAY GOODBYE』 －ある愛の軌跡－

2日目

※写真はすべてイメージです。

2日間

方除の大社  城南宮
じょう　 なん      ぐう

2日目 老舗茶舗  福寿園京都本店
ふく　   じゅ       えん

玉露や煎茶など3種類のお茶を飲み分けるゲーム
「茶歌舞伎」をスタッフの案内で体験。

しなやかに垂れ下がった枝に淡いピンクや白の
花が咲き誇るしだれ梅と椿を観賞。

外観外観外観外観

ミュージカル
『NEVER SAY GOODBYE』

－ある愛の軌跡－

2006年に宙組で上演された『NEVER SAY GOODBYE』
̶ある愛の軌跡̶。読売演劇大賞優秀作品賞と共に、小
池修一郎が文部科学大臣賞を受賞した傑作ミュージカル
が、16年の時を経て再び宝塚歌劇の舞台に登場致します。
この公演で初舞台を踏んだ真風涼帆は、今や宙組トップス
ターとして充実の時を迎え、満を持して再演に挑みます。
ファシズムと闘う人々の愛と勇気が、「ONE HEART」を
はじめとする数々の名曲で綴られる、ミュージカル大作。

JCBカード会員様貸切公演にて予約の取りづらいSS席で観劇
宝塚大劇場のオフィシャルホテル

ゆったりと宝塚歌劇の雰囲気をお楽しみいただける
クラシックエレガントホテルです。

正面階段

しだれ梅と椿 茶歌舞伎体験

茶歌舞伎体験・投札箱

JCBトラベルがおすすめする添乗員同行の安心の旅JCBトラベルがおすすめする添乗員同行の安心の旅

夕食イメージ 客室の一例

Ⓒ宝塚歌劇団 Photographer/LESLIE KEE（SIGNO）

宝塚ホテル宝塚宿泊

全客室禁煙
バス・トイレはセパレートタイプ

TAKARAZUKA SKY STAGE
無料視聴

TAKARAZUKA SKY STAGE
無料視聴

全室でタカラヅカ・スカイ・ステージが
ご視聴いただけます。

全室でタカラヅカ・スカイ・ステージが
ご視聴いただけます。

TAKARAZUKA ON DEMAND
無料視聴

TAKARAZUKA ON DEMAND
無料視聴

タカラヅカ・オン・デマンドでは宝塚ホテル限定の
コンテンツがご覧いただけます。

タカラヅカ・オン・デマンドでは宝塚ホテル限定の
コンテンツがご覧いただけます。

※状況によりビュッフェになる場合があります。

【基本プラン】［禁煙］洋室（スタンダードシングル）バス・トイレ付
（17㎡/1名1室）
［禁煙］洋室（モデレートツイン）バス・トイレ付
（24㎡/2名1室）

【客室アッププラン】［禁煙］洋室（スーペリアツイン）バス・トイレ付
（28㎡/2名1室）

和会席（日本料理「彩羽」）　　　和食又は洋食（レストラン「アンサンブル」）

客室

夕食 朝食
いろ　は



西J4020137-003

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 
大阪駅前第三ビル3階

一般社団法人日本旅行業協会正会員

●お問い合わせ・お申し込みは下記へ。
受付時間 10：00AM～6：00PM 日・祝・12/30～1/3休
※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。

JCBトラベルデスク ザ・クラス専用ダイヤル
0120-308-155
JCBトラベルデスク
東京0120-950-347 大阪0120-950-348

※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。

※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。
●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、ご遠慮なく左の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

受託販売 株式会社JCBトラベル
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：鈴木 俊行

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

●設定人員は最大20名様とし、バスはおひとり様につき2席分をご用意。　●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。
●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。　 ●各業界の対策ガイドラインを順守している宿泊・食事施設及び交通機関を選定。

新型コロナウイルス感染拡大を防止する取り組み

■最少催行人員：10名様　募集人員：18名様　　
■食事：朝1回・昼2回・夕1回
■添乗員：1日目東京駅～2日目東京駅まで同行します
■利用ホテル：宝塚ホテル（宝塚）
■利用バス会社：明星観光バス又は近畿エリア利用バス
◆中学生以下のご参加はできません。
◆宝塚大劇場のお席の場所はお任せとなり、ご希望はお受けできません。グループでご参加の場合でもお席が離れる
場合があります。

●催行中止について：お客様の人数が最少催行人員に満たない場合、旅行開始日の30日前にあたる日より前までに催行
中止とさせていただきます。

●お申込み最終締切について：旅行開始日の17日前までお申込みがいただけます。
●集合時間・場所・出発時間について：ご旅行出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）でご案内します。

■日程

ー
昼
夕

朝
昼
ー

東京駅（8：30～9：40発）   　　　　　　（品川・新横浜駅） 

名古屋駅（10：10～11：20）   　　　　　　　　新大阪駅（11：00～12：10着） 

　　　　　　　　◎宝塚大劇場（宝塚歌劇の本拠地。劇場内レストランで

和食膳の昼食。　　　　宝塚歌劇宙組公演『NEVER SAY GOODBYE』

ーある愛の軌跡ー／15:30開演。JCBカード会員様貸切公演にて予約の

取りづらいSS席で観劇）……宝塚（泊）【18：50頃】

宝塚（9:00頃）　　◎城南宮（しなやかに垂れ下がった枝に淡いピンクや

白の花が咲き誇るしだれ梅と椿を観賞）　　フォーシーズンズホテル京都

（800年にも及ぶ歴史ある日本庭園に抱かれる古都のラグジュアリーリゾート

ホテル。スタッフの案内による館内アート鑑賞と五感で味わうフレンチコース

の昼食）      ◎福寿園京都本店（寛政2年創業の京を代表する老舗茶舗。

玉露や煎茶など3種類のお茶を飲み分けるゲーム「茶歌舞伎」を体験）　　

京都（15：30頃着）  　   　　  　名古屋駅（17：00～17：50）    　　　　　

（新横浜・品川駅）　　　　　　     東京駅（18：40～19：30着）

※品川駅、新横浜駅ご利用ご希望の場合はお申込み時に係員にお申し出ください。（返金はございません）
※上記旅程・時間は交通機関の都合、道路状況、天候、現地事情などにより変更となる場合があります。

東海道新幹線
グリーン車指定席

東海道新幹線
グリーン車指定席

東海道新幹線
グリーン車指定席

東海道新幹線
グリーン車指定席

東海道新幹線
グリーン車指定席

東海道新幹線
グリーン車指定席

特別企画特別企画

2/26
（土）

2/27
（日）

■出発日：2022年2月26日（土）
■旅行代金：各地発着（新幹線グリーン車利用〈現地発着プラン除く〉／おとなおひとり様）（税込）

1泊2日

フォーシーズンズホテル京都
世界を代表するラグジュアリーホテルならではの調度品などを展示する館内
を係員と巡る館内アートツアーと五感で味わうフレンチコースの昼食。

料理イメージ 正面玄関イメージ

雪見窓イメージ

2日目
昼食
2日目
昼食

プラン名
【基本プラン】 【客室アッププラン】

1名1室2名1室 2名1室

上記東京駅発着プラン代金よりおひとり様 30,000円引

東京駅発着プラン

名古屋駅発着プラン

135,000円 132,000円130,000円
122,000円 119,000円117,000円

現地発着プラン
（新大阪駅集合・京都駅解散）

新幹線　　　 バス　　　徒歩◎：入場観光 ……

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉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、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

ご案内（必ずお読みください）　※徒歩の見学があります。歩きやすい服装・靴でご参加ください。　※朝夕など、急激に冷え込むことがありますので防寒衣などをご用意ください。　※散策や屋外行事など、天候に左右される行程が中止と
なった時は、フリータイムや他の見学などに変更となります。但し、代金の払い戻しはありません。　※寺社・仏閣・教会等宗教施設（特別拝観を含む）は都合により拝観できない場合があります。その場合は他の景勝をお楽しみいただきます。

東海道・山陽・九州新幹線ご利用の際、荷物の３辺の合計が160ｃｍを超える荷物（以下、「特大荷物」）を車内にお持込いただく場合には事前に特大荷物スペースつき座席の予約が必要です。また、３辺の合計が250ｃｍを超える荷物は車内
へお持ち込みいただけません。自由席への特大荷物の持ち込みはできません。事前予約せずに特大荷物をお持込された場合、車内で手数料（1,000円税込）が必要となります。また、指定した列車に乗り遅れた場合で、（契）乗車票の券面に
「乗り遅れた時、のぞみ・ひかり・こだまの自由席に限り乗車可」と記載されている（契）乗車票をご利用の場合にも特大荷物ご持参のまま自由席にご乗車はできません。ご乗車の列車に必要な特急券、乗車券を別にお買い求めください。

特大荷物
について

【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。国内ご旅行条件（要約）

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、当社らがお申し込みを承諾する通知を発し、
当該通知がお客様に到達した時に成立します。
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12/31、2022年1/1、4/29～5/4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12/31、2022年1/1、4/29～5/4にご宿泊の場合は、
（1）の取消料が適用となります。
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（https://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
12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

21.1月改定

旅行契約の解除期日


