
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後6：00（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 福島 伸彦
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■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～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■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～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2021年10月1日現在の運賃・料金を基準としております。

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

有形文化財 長楽館と
京の味覚を愉しむ旅 4日間

「西の鹿鳴館」で過ごす特別なひととき

京 都

この冬も、私どもはわずか6部屋の長楽館ホテル棟すべてを貸し切り、皆様にご宿泊いただける運びとなりました。非公開の「御成の間」
をはじめ、ホテル内の歴史ツアーにもご案内いたします。宿泊者にしか味わえない、麗しき長楽館の世界に皆様をご案内いたします。また、
国内外の賓客をもてなした「食事の間」（現フレンチ・レストラン「ル・シェーヌ」）での夕食をご用意しました。晩餐会さながら、ピアノの
生演奏を聴きながら本格フレンチに舌鼓を打ち、特別なひと時をお過ごしください。

京都の祇園・丸山公園に佇む、明治４２年に建築の「長楽館」は、関西の貴紳・村井吉兵衛の別荘であったと同時に迎賓館とし
て、皇族をはじめ、国賓や賓客を数多くもてなし、その様子は、まさに「西の鹿鳴館」と称されました。今回はわずか６部屋の
この旧迎賓館「長楽館」を貸し切ってのご宿泊、多くの賓客をもてなしたダイニングでは晩餐会さながらのピアノの生演奏を聴き
ながら本格フレンチの夕食、さらに通常非公開の「御成の間」の見学など、100年前の華族の世界に浸ります。
その他、日本の伝統技能の粋を集めた現在の京都迎賓館の見学、伏見の老舗料亭「魚三楼」での昼食、老舗の豆腐料理「豆
水楼」での食事など、一味違う京都の旅に仕立てました。

こだわりの宿

「西の鹿鳴館」長楽館

裏面もご覧ください

12名様限定

旧迎賓館「長楽館」　貸し切り滞在ならではの特別感、華族の世界へ。

ツアープランナーより

伊藤博文が揮毫した「長楽館」の扁額

迎賓の間（現アフタヌーンティールーム）

三つ柏の鉄扉を抜けて重厚なロビー空間ステンドグラスはあちこちに御成の間（通常非公開）

エドワード八世をはじめ、
数々の国内外の賓客をも
てなしてきました

　ご婦人たちをもてなすために作られたロココ調の「迎賓の間」は、
現存する西洋館としては最大規模を誇ります（現在はアフターヌー
ンティー専用の間）。「食堂の間」はヴィクトリア朝のネオ・クラシック
様式、ステンドグラスや窓にはアール・ヌーヴォー様式が取り入れら
れています（現在はフレンチレストラン「ル シェーヌ」に）。２階の「喫
煙の間」は中国様式。螺鈿の椅子は京都の有形文化財です。ま
たカフェスペースとしても使われる「接遇の間」は、賓客たちに愛
されてきたゲストルーム。ロココ調の花台など有形文化財のほか、
英国ウェールズ皇太子の衣装ケースが置かれています。
　そして、３階には一転して和室の「御成の間」が（通常、非公開）。
ただ書院造りではありますが、バカラ製のシャンデリアが輝き、ここ
でも東西の文化が見事に融合しています。

長楽館で楽しめる様式美の世界旅行

ニッポンスモールラグジュアリー
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「京の冬の旅」特別公開　醍醐寺三宝院を訪れます（※）

京の味覚も楽しみの一つ。少人数ならではの店選びを

このたびは、冬に特別公開される醍醐寺三宝院をご案内します。醍醐寺は貞観16 年（874
年）に理源大師聖宝が開いた真言宗醍醐派総本山で、秀吉が花見をした寺として良く知
られます。三宝院は歴代座主（ざす）が居住する「本坊」にあたります。表書院（国宝）から
望む庭園（特別名勝・特別史跡）は、豊臣秀吉など 天下人が代々所持した名石「藤戸石」を
はじめ豪壮な石組と刈込が見事な桃山時代を代表する池泉式庭園 です。今冬、快慶作
の優美な弥勒菩薩坐像（重文）を安置する弥勒堂（重文）が27年ぶりに特別公開されます。
また「醍醐棚」で知られる奥宸殿（重文）では、秀吉愛用の「金の天目茶碗と天目台」などの
寺宝も展示されます。この貴重な機会に、是非足をお運びください。

12名様までの限定の旅とい
うことで、大人数では難し
いお店を選びました。初日
は木屋町に位置する豆腐料
理の老舗「豆水楼」でのご夕
食を、特別公開の醍醐寺三
宝院の見学後は、ミシュラ
ン星付料亭の「魚三楼」での
昼食、そして、長楽館のフ
ランス料理と続きます。京
の味覚もたっぷりとお楽し
みください。 京の町家を改装した豆翠楼

�◯明治期に迎賓館として利用された「長楽館」
（全６室）を貸切利用。
�◯「長楽館」では通常非公開の「御成の間」も
ご案内。華族の世界へ。

��◯特別公開される醍醐寺三宝院（注）を訪問します。

ここにご注目  旅のポイント

京都迎賓館（添乗員撮影）

伏見のミシュラン星付き老舗料亭
「魚三楼」

京都ホテルオークラ

■最少催行人員:6名　■食事:朝食3回、昼食1回、夕食2回
■添乗員:京都駅ご集合から京都駅ご到着まで随行いたします。
■ホテル：京都／京都ホテルオークラ(バス・トイレ付洋室)長楽館(バス・トイレ付
洋室)　
■利用予定バス会社：明星観光バスまたは同等クラス

1

京都駅14：30集合　タクシーでホテル・オークラ京都へ。
チェックインの後、ホテル周辺の木屋町、先斗町、裏寺町
界隈の散歩にご案内。夕食は、豆腐料理の老舗「豆水楼」
木屋町本店にて。
� 【2連泊】（京都ホテルオークラ泊）ssy

2

京都B醍醐寺　27年ぶりの公開となる醍醐寺三宝院特別
拝観にご案内（快慶作の阿弥陀如来坐像、秀吉愛用の金の
天目茶碗なども特別公開されています）B伏見の町を散策
（寺田屋跡や月桂冠大倉記念館）昼食は伏見のミシュラン
星付き老舗料亭「魚三楼」ですB京都
� （京都ホテルオークラ泊）ahs

3

午前、錦市場への散策。京都K(京都迎賓館)K長楽館
明治時代の洋館で有形文化財に登録される、わずか6室の

「長楽館」を貸切りにてご宿泊いただきます。夕食はホテル
内フレンチ・レストラン「LE CHENE」にて、ピアノの生演
奏とともにお楽しみください。 �（京都・長楽館泊）asy

4
12：00のチェックアウトまで、ゆっくりと貸し切りの「長楽
館」をお楽しみください。タクシーで京都駅へ。京都駅に
て12：30頃解散。 � ass

ご自宅まで無料でお荷物を託送します。

集合・日数・出発日 旅行代金
【京都駅集合・4日間】
2月1日（火） ¥198,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥70,000にて承ります）

3月8日（火） ¥215,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥75,000にて承ります）

大名の料理方を務めた老舗料亭の味を
お楽しみください（イメージ）

醍醐寺三宝院の国宝・表書院　見事な襖絵に目を奪われます 豊臣秀吉所有の「金の天目茶碗と天目台」も公開
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名門「京都ホテルオークラ」での連泊や
京都迎賓館見学も楽しみです
ツアー前半では、多くのお客様から大変ご好評いただいている名門「京都ホテルオーク
ラ」にて2連泊いたします。また、現代の賓客を迎え入れ晩餐会などが行われる京都迎賓
館の見学にもご案内いたします。一味違った京都の旅をお楽しみください。

（※）3月1日発は東福寺の法堂（はっとう）、東司（とうす）、三門の特別拝観にご案内します。


