
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。

裏面もご覧ください

「炭屋旅館」　茶の精神が随所に行き届いたもてなしと伝統の空間は、日本人なら一度は味わって
みたいもの　　©炭屋旅館

季節ごとの美しさを持つ庭と杉皮塀　©炭屋旅館 夕食も炭屋旅館にて（イメージ）
©炭屋旅館

京 都

1818年に遡る歴史を持つ、京都を代表する老舗旅館「柊家旅館」（ひいらぎや）1818年に遡る歴史を持つ、京都を代表する老舗旅館「柊家旅館」（ひいらぎや）

「こだわりの宿」に泊まる

京の御三家を楽しむ旅 3日間
「京の御三家」を体験し、日本の真髄を知る

京都の旅は数多くご紹介して参りましたが、これぞ京都とも言える特別な体験をご用意しました。どんなに京都を旅するよりも、
この宿に宿泊する方が京都に来た実感があり、京の風情、情緒に浸ることができると言われているのが、炭屋旅館、柊家旅館、
俵屋の「京の御三家」と呼ばれる老舗旅館。この度は炭屋旅館と柊家旅館にそれぞれ宿泊。繁華街なのに一歩踏み込むと
そこは別世界です。また俵屋が経営する「点邑（てんゆう）」での昼食をお楽しみいただきます。京の伝統を今に伝える
京の御三家を体験し、日本の真髄に触れる旅です。

ツアープランナーより

京の御三家「一」
茶の精神が行き届いた「炭屋旅館」に泊まる
三条麩屋町に現れる数寄屋造りの「炭屋旅館」。掃き清められた玄関は打ち水がされ、お客様を迎える茶道の精神はそこから始まっています。
創業は大正初め頃。もともとは炭を扱う刀鍛冶が生業でした。当時の主人が趣味人で茶会を幾度も開き、遠方の友人などを泊めるようになっ
たのが宿の始まり。四季折々のしつらえがなされ、料理も素材が
季節の訪れを知らせてくれます。細部の装飾、庭に敷かれた大阪
城築城の際に使われなかった「残念石」など客人をもてなすための
仕掛けは随所に。日本を代表する「お茶の宿」です。

炭屋旅館
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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。
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�◯京の御三家といわれる老舗旅館、「炭屋旅館」
と「柊家旅館」にお泊まりいただきます。

�◯「俵屋旅館」直営の天ぷら専門店「点邑」での
昼食を楽しみます。

��◯6名様から催行の小さな特別仕立ての旅です。

ここにご注目  旅のポイント

京の御三家を楽しむ旅　3日間

■最少催行人員: 6名　■食事:朝食2回、昼食1回、夕食2回
■添乗員:京都駅ご出発から京都駅ご到着まで随行いたします。
■ホテル：炭屋旅館 (トイレ・バス付き和室)、柊家旅館 (トイレ・バス付き和室)
■利用予定バス会社：MKタクシー、都タクシーまたは同等クラス

（1名利用はございません）

集合・日数・出発日 旅行代金
【京都駅集合・3日間】　
10月11日（火）,11月8日（火）
追加設定 10月18日（火）

¥198,000

1
京都駅14:30集合K炭屋（大正時代の初めに創業した京
都三条の老舗旅館「炭屋旅館」の宿泊をお楽しみください。
夕食は炭屋旅館の懐石料理をお召し上がりいただきます。）
 （炭屋旅館泊）ssy

2

炭屋K京都散策（2020年にリニューアルされた●京都市
京セラ美術館を見学。昼食は「俵屋」が手がける天ぷら専
門店「点邑（てんゆう）」にてご用意しました。午後、徒歩
にて○本能寺、●宝物殿を見学。その後、「俵屋」のこだ
わりを感じられる「ギャラリー遊形」に立ち寄ります。夕方、
江戸末期に創業し、皇族方や多くの賓客をもてなしてきた
老舗旅館の柊家旅館へ。）K柊家旅館（夕食は柊家旅館に
てお楽しみください。） （柊家旅館泊）ahy

3 柊家旅館（チェックアウトまで自由行動。）11:00発K京都
駅11:30頃解散 ass

京の御三家「二」
世界の文人墨客に愛された「柊家旅館」に泊まる

京の御三家「三」
「俵屋」が手がける点ぷら専門店「点

て ん

邑
ゆ う

」で昼食を

「柊家旅館」の本館玄関にかかる「来者如帰（らいしゃにょき）」。来る者、帰るが如し、まるで我が家に帰ってきたような安らぎに包まれるのが柊家
旅館です。創業は1818年。これまでチャップリンやアラン・ドロンなどの海外の著名人、三島由紀夫などの作家に愛されてきた宿です。川端康成
はとくにこの宿を好み、そのひかえめな目立たなさをほめています。格はあっても格式張らず、非日常の喜びがありながら、日常の安心感も同
居する。時代に合わせて新館など建設しながら、それでも宿泊客に愛され続けてきたのは、柊家旅館の変わらない「来者如帰」の思いゆえでしょう。

創業300年の伝統を誇る「俵屋」。この京都最古といわれる旅館が直営する天ぷら専門店
が俵屋のほど近くにあります。新鮮な近海の魚介と京野菜を味わえる「点邑（てんゆう）」。
ツアーではこちらで昼食をお召し上がりいただきます。また、「俵屋」が手がける「ギャラリー
遊形」にも立ち寄ります。ここでは俵屋で使用している石鹸やタオル、寝具など、俵屋
当主がこだわって開発したオリジナルグッズが並び、いずれも上質で心地よいものばか
りで、俵屋の世界観を垣間見ることができます。

2日目の夕食は柊家旅館にて（イメージ）

柊家旅館のお部屋でおくつろぎください

俵屋の近く、麩屋町通りにある「点邑」 俵屋オリジナルの品々を購入できます
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柊家旅館


