
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（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 松﨑 浩
□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、2022年6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。

新潟・長野

山と水が織りなす信越の秋の絶景を巡ります。一言で、秋景色を楽しむといっ
てもその視点は様々。新潟屈指の紅葉ポイントとして知られる奥只見湖では遊
覧船から、アートスポットとして生まれ変わった清津峡では水鏡に反映する景色
を、そして志賀高原ではリフトやハイキングで楽しみます。米どころ魚沼の美
しい田園風景や、葛飾北斎が作品を残したことでも知られる小布施、北アル
プス山麓に広がる安曇野などの見どころもあわせて訪れます。

ツアープランナーより

越後の山々と広葉樹が色づく森の景観に包まれる奥只見湖（イメージ）越後の山々と広葉樹が色づく森の景観に包まれる奥只見湖（イメージ）

裏面もご覧ください

越後の景勝地と上信越高原
国立公園の旅 4日間

秋景色を楽しむ

日本三大峡谷の清津峡はアートとともに楽しむ
黒部峡谷、大杉谷とならび日本三大
峡谷に数えられる清津峡。切り立つ
柱状節理の岸壁とエメラルドグリー
ンの清津川の織りなす峡谷美は迫力
満点です。1988年の落石以来、閉鎖
されていましたが1996年に清津峡ト
ンネルが完成。以降、2018年に見晴
らし台が完成しただけでなく、全長
750メートルのアートなトンネルとし
て生まれ変わりました。清津峡の雄
大なパノラマとアート空間を同時に
お楽しみいただけます。終点のパノ
ラマステーションでは、水鏡に峡谷
を反映させた景色が息を呑みます。

四季折々の清津峡渓谷の景色を水面に映します（イメージ）

西日本オリジナルツアー

�◯奥只見湖や清津峡など越後の紅葉名所を訪ね
ます。

�◯上信越高原国立公園の中心部に位置する志賀
高原に連泊滞在します。

◯信州の小京都・小布施や北アルプス山麓の安
曇野などもあわせて訪れます。

ここにご注目  旅のポイント

西日本オリジナルツアー

楽楽

サービス
お荷物

清津峡
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上信越高原国立公園の中心部に位置する志賀高原に連泊滞在

■最少催行人員：10名　■食事：朝食3回、昼食3回、夕食3回
■添乗員：伊丹空港もしくは福岡空港はご出発から新大阪駅もしくは福岡空港
ご到着まで随行いたします。
■ホテル：越後湯沢／松泉閣 (バス、トイレ付和室)
志賀高原／ホテル志賀サンバレー（バス、トイレ付洋室）
■利用予定バス会社：越後交通または同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空、全日空もしくはフジドリームエアライン（普通席）
■利用運送機関：JR特急普通車指定席、新幹線普通車指定席

ウインタースポーツで知られる志賀高原ですが、ダケカンバやカエデなどの広葉樹から
高原のカラマツ、シラカバまで様々な樹種が広がる紅葉の名所でもあります。高原内の
各所にも高低差があるので、長期間にわたって紅葉を楽しめるのが魅力です。

1

各地より 午前発H新潟空港 午前着B魚沼（昼食は、魚
沼市内周辺のレストランにて）B奥只見湖（貯水量6億ト
ンを超える国内最大級の人口湖・奥只見湖の美しい景色
を遊覧船（40分※）にて巡ります）F銀山平B越後湯沢
17:30着　越後湯沢のホテルにチェックイン。
� （越後湯沢泊）shy

2
越後湯沢09:00発B八海山（八海山ロープウェイにて○
展望台を訪ねます）B（日本三大峡谷のひとつ●清津峡を
訪ねます）B志賀高原17:00着
� 【2連泊】（志賀高原泊）ahy

3

志賀高原
午前、ハイキングガイドとともに、琵琶池周辺のハイキン
グ（2.5㎞、約１時間）にご案内します。
午後、横手山スカイレーターとリフトを乗り継いで、標高
2307mの○満点ビューテラスへ。
夕方、ホテルへ戻ります。 � （志賀高原泊）asy

4

志賀高原09:00発B小布施（●北斎館や北斎の天井画で知
られる●岩松院を見学、小布施の街並み散策）
昼食は小布施にて秋の味覚、栗おこわを。B安曇野（●安
曇野ちひろ美術館）B松本駅もしくは松本空港D夜、各地
に到着。解散。
ご自宅までお荷物を託送します。 � ahs

※悪天候などにより遊覧できない場合、乗船代を返金します。

集合・日数・出発日 旅行代金

【伊丹空港集合、新大阪駅着・4日間】 
10月17日（月） ¥215,000

【福岡空港集合・4日間】 
10月24日（月） ¥235,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥20,000にて承ります）

安曇野
松本

長野県
群馬県

新潟県

新潟空港

奥只見湖八海山清津峡

越後湯沢（1泊）

志賀高原（2泊）

横手山
（2,307m)

魚沼
銀山平

小布施

B

B

↑新潟空港

新潟空港合流/松本駅または松本空港離団　旅行代金￥190,000

奥只見湖と八海山　越後の紅葉名所を訪ねる
新潟屈指の紅葉ポイントであり、日本紅葉の
名所100選に選ばれる奥只見湖。日本最大級
の山奥に造られた湖で、ブナの原生林をはじ
めとする広葉樹の森や山々が周囲を囲みます。
このたびは一般的な周遊コースではなく、秘境・
銀山平へと向かうコースで湖のクルージング
をお楽しみいただきます。また、霊山・八海山
も人気の紅葉スポット。ロープウェイで到着
する山頂から5分ほど歩くと、360度の大パノ
ラマが楽しめる展望台があり、上信越の山々
を見渡すことができます。 穏やかな湖面をすべるように穏やかに船が進みます（イメージ）

琵琶池（イメージ）　©志賀高原観光協会 

■各地からの発着時間のご案内
【伊丹空港発・新大阪駅着】
往路：伊丹空港09：30発H新潟空港10：35着
復路：松本駅15：53D名古屋駅18：07着/
　　　18：32発D新大阪駅19：21着
【福岡空港発着】
往路：福岡空港07：20発H新潟空港08：55着
復路：松本空港17：30発H福岡空港19：10着

横手山から北アルプスの展望（イメージ）

「信州の小江戸」小布施では、岩松院や北斎館をご案内
「信州の小江戸」と称される小布施では、自然景観にうまく調和した昔ながらの町並みを
散策します。また、「富嶽三十八景」などを描いた江戸の浮世絵師、葛飾北斎は83歳の頃
に豪商の高井鴻山の招きで初めて小布施を訪れ晩年の大作を数多く仕上げました。岩松
院の天井画や北斎館に展示されている彼の名作をお楽しみください。

小布施の町並み
北斎が晩年に描いた岩松院・本堂大間天井の鳳凰図
©宗教法人 岩松院

横手山　標高2307ｍの満天ビューテラス

白樺の樹林と美しい色の水をたたえる琵琶池

横手山では、屋外に設置された動く歩道
「スカイレーター」やリフトを乗り継ぎ、
標高2307ｍの山頂へ。リフトで上がれる
山頂としては日本一高い標高で、山頂の
満天ビューテラスもまた、日本最高地点
のテラスです。晴れた日には遠く富士山
や北アルプスの山並みを望む絶景を、気
軽に楽しめます。

美しい色の水をたたえる琵琶池は、志賀
高原にある70余の湖沼群の中でも2番目
の大きさを誇ります。湖の形が楽器の琵
琶に似ていることからこの名が付きまし
た。シラカバの樹林に囲まれており、そ
の中を誰でも気軽に歩ける全面舗装の散
策道が整備されています。


