
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。

うまし旅長 野

「地方へ旅に出たら　うまいものに出会いたい」
それは第一級の高級なものばかりでなく、B級グルメだったり、お菓子であっても、その地の人々
に長い年月愛され続けてきた旨いものにめぐりあい、郷土愛や風土が生んだ伝統文化、季節の
自然の恵みを楽しみたい。これは日本の旅だからこそできる特別な旅。地方の食の楽しみをベー
スに、企画者自身が旅に出るとき、この味だけは楽しみたい、この店にはどうしても訪れたい。
旅に出るときの素直な気持ちと各地への探求心から生まれた旅が「うまし旅ニッポン」です。私た
ちが実際に出向き、見つけた地方の「うまし」を皆様におとどけします。「信州編」ではその名も「松
茸山荘」に宿泊し、松茸づくしをお召し上がりいただきます。安曇野では知る人ぞ知る完全予約
制のレストラン「万る山」へ。長野の地味を贅沢にお楽しみください。栗の名所小布施にも立ち
寄り、秋の山の美味を堪能。秋の信州で山の幸を味わい、爽やかな空気と山 を々彩る紅葉にと
きめく4日間です。

ツアープランナーより

白馬大橋からの白馬三段紅葉　©ホテル白馬提供

�◯松茸山荘に宿泊し、旬の松茸を味わ
いつくします。

��◯安曇野の隠れ家レストラン万る山
で、秋の味覚を堪能します。

��◯白馬マウンテンハーバーからは三段
紅葉も楽しめます。（※）

ここにご注目  旅のポイント

松茸山荘と白馬
北アルプスの秋風景 4日間

うまし旅ニッポン　信州編 

秋の味覚の王様、松茸山荘で松茸づくし 
秋の信州の魅力は、紅葉に染まる秋景色と豊かな山の幸。
この時期ならではの「うまし」を楽しみます。
一泊目にご用意した宿は、穴沢温泉に位置する松茸山荘
です。公営の宿で、市が所有する山の松茸採取権を持ち、
一部を管理できることから、良質の松茸を手に入れられ
る環境が整っています。冷凍保存することで通年松茸料
理を供していますが、このたび訪れる10月は旬真っ盛
り。新鮮で香り高い生の松茸を、9品のコース料理でたっ
ぷり味わいます。非常に人気が高い宿で、とりわけ松茸
のシーズンには一年前から予約をされる方がいらっしゃ
る中、お部屋をご用意することができました。 周囲の松林の採取権を持つ松茸山荘。すぐ隣が松林です旬の香り高い松茸をご堪能ください（イメージ）

裏面もご覧ください
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白馬岩岳 小布施



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）　
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4日目の昼食には、安曇野にある「御料理万る山」でのお食事をご用意しました。地元で
も知る人ぞ知る名店で、完全予約制の和食レストランです。メニューはなくその日に自
信をもって提供できる、地の物を中心とした食材のお料理をお楽しみいただけます。昭
和61年までは造り酒屋だった、築200年以上の趣深い店舗は現在は国の有形文化財にも
指定され、提供さ
れるお料理を引き
立てる役割も果た
します。お料理を
味わう環境を含め
て、信州を味わっ
てください。 

■最少催行人員：10名　■食事：朝食3回、昼食3回、夕食2回
■添乗員：東京駅ご出発から、東京駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：長岡／ホテルニューオータニ長岡（トイレ・バス付き洋室ツインルー
ム）、新潟／ホテルオークラ新潟（半トイレ・バス付き洋室ツインルーム）
■利用予定バス会社： 越後交通
■利用運送機関：新幹線普通車指定席

1

新宿駅11：00発D松本駅13：25着
着後、松本のシンボル、国宝の●松本城へ。B穴沢
温泉16：00頃着　夕刻、穴沢温泉の松茸山荘に到
着。松茸料理が自慢の宿にて、松茸9品のコース料
理をお召し上がりください。
� （穴沢温泉　松茸山荘泊）ssy

2

穴沢温泉09：00発B小布施　着後、●北斎館と●岩
松院を見学します。昼食は、名産の栗を使用した栗お
こわをご用意しました。B白馬16：00着 
夕刻、ホテルに到着。北アルプスをお部屋から眺め
られるホテル白馬にて2連泊です。
� 【2連泊】(白馬泊）ahy

3

白馬 （白馬マウンテンハーバー）
午前、白馬岩岳ゴンドラにて、アルプスの山々を見渡す、
絶景展望台○白馬マウンテンハーバーへ。雪を抱いたア
ルプスの絶景をご覧いただけます。
その後、白馬に戻り、自由行動。
夕食は、建築家隈研吾氏が手がけた新しいスポット、ス
ノーピーク・白馬のレストラン「雪峰」にて。
 （白馬泊）aly

4

白馬09：00発B安曇野　○大王わさび農場や●碌山美
術館を訪れます。
昼食は、完全予約制の名店御料理万る山にて。国の登録
有形文化財で営業する和食レストランにて、季節のコース
料理をお楽しみください。
B松本駅15：53発D新宿駅18：05着
ご自宅までお荷物を託送します。  ahs

集合・日数・出発日 旅行代金

【新宿駅集合・4日間】 
10月3日（月）, 10日（月） ¥198,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥25,000にて承ります）

長野の栗と言えば、小布施です。小布施栗は室町時
代には栽培が始まり、江戸時代には歴代将軍への献
上品として重宝されました。また、江戸後期には落
雁や鹿の子といった栗和菓子が登場。「小布施に銘菓
あり」と全国に知れ渡りました。新栗の季節に小布
施を訪れ、昼食に栗おこわをお召し上がりいただき
ます。9月から10月は新栗が小布施に出る時期。新
栗を使った栗菓子との出会いも楽しみです。

四季折々の自然が楽しめる白馬ですが、秋深い
景色は格別です。白馬岳や五竜岳には冠雪があ
り里山は紅葉が色付き、雪山と紅葉のコントラ
ストがなんとも美しいです。また、白馬周辺に
は、古くから残る貴重な文化財が数多く残って
います。白馬に連泊し、白馬を拠点に村周辺の
秋色の風景、風情溢れる風景を訪ねましょう。

「白馬マウンテンハーバー」など、絶景スポットにもご案内します
ゴンドラ「ノア」に乗って岩岳の山頂付近、標高1,289mまで一気にかけ上がり、絶景テラ
ス「白馬マウンテンハーバー」へ。テラスに立つと、白馬名物の「三段紅葉」（※）の光景が
目の前に飛び込んできます。ゆっくりとコーヒーなどを飲みながら絶景を愛でる、贅沢
なカフェタイムをのんびりお過ごしください。隈研吾氏が手掛けた複合施設スノーピー
ク・ランドステーション白馬では、施設内のレストラン「雪峰」にて夕食をご用意しました。
監修は有名グルメガイドブックで三ツ星を獲得した日本料理の名店「神楽坂　石かわ」の
石川秀樹氏。シェフ自ら吟味した旬の素材を使用したお食事をお楽しみください。

うまし体験 2

積雪と紅葉のコントラスト　一年で最も美しい時期に白馬を訪ねます

隠れ家レストランで味わう、安曇野の美味

ゴンドラ「ノア」眼下にも紅葉が広がります（※）

うまし体験 3 伝統の小布施栗

五竜岳とスキージャンプ台　目の前に広がる、紅
葉と雪山の景色は圧巻です　©ホテル白馬

■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：新宿駅ご出発から新宿駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：穴沢温泉／松茸山荘（トイレ付和室）、白馬／ホテル白馬（バス・ト
イレ付洋室）
■利用予定バス会社：アルピコ交通または同等クラス
■利用運送機関：JR特急あずさ普通車指定席
※その年の気候により、三段紅葉や紅葉はご覧いただけない場合がございます。

秋ならではの栗おこわをご賞味ください
（イメージ）

岩岳マウンテンハーバー　山頂には雪、中腹には色鮮やかな紅葉
の赤、裾野には針葉樹の緑の「三段紅葉」が目の前に広がります（※）

築200年の歴史を感じさせる万る山 その日の厳選素材のみを提供します（イメージ）

スノーピークランドステーション白馬

「雪峰」でのお食事（写真はイメージです）


