
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7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。

いつまでも残した日本

ホテルのご紹介は裏面をご覧ください

茨 城

明治期、太平洋を望み断崖の入江に松が並ぶ美しい風景を愛し、五浦の地に岡倉天心、横山大観、菱田春草といった日本の美
を芸術に表そうとする人物が集いました。彼らは五浦の風景を自らの糧とし、多くの芸術作品を生み出してゆきます。このたび、
個人旅行ではなかなか一度に巡ることのできない水戸から奥久慈、各地の絶景の地をじっくりと巡り、自然、文化、鉄道などさま
ざまな旅の楽しみを織り交ぜた行程といたしました。秋の訪れを感じさせる紅葉の美しい時期にあわせて設定。紅葉の風景も旅に
彩りを添える内容です。

ツアープランナーより

五浦海岸（六角堂）の日の出（イメージ）五浦海岸（六角堂）の日の出（イメージ）

�◯岡倉天心や横山大観が愛した絶景の地　
五浦に宿泊。

��◯重伝建・佐原や鹿島神宮、絶景駅で人気の
日立など、茨城の名所をめぐる。

��◯日本三大瀑布袋田の滝や、再開した絶景
鉄道水郡線の乗車も楽しむ。

ここにご注目  旅のポイント

日本近代美術揺籃の地　五浦の地を訪ねて
五浦（いづら）。その名の通り、五つの入江（浦）が南北に連なる、鹿島灘（茨城北部）の
景勝の地。ここが近代日本美術揺籃の地であることはあまり知られていません。岡倉
天心が海と断崖、そして松のある絶景を愛して移り住んで以来、横山大観、下村観山、
菱田春草といった近代日本画壇を代表する画家たちが五浦に集い、その技を競い合い
ました。横山大観の日本画の代表的なモチーフ、海と波、そして松は、この五浦の地
で完成されたといっても良いでしょう。五浦海岸を訪れると、岡倉天心が思索にふけ
るために建設した「六角堂」が堂々と建ち、その周囲に天心の旧居なども残されています。

岡倉天心旧居五浦には岡倉天心を記念した美術館も。立派な建築です
©茨城県天心記念五浦美術館

東京美術学校を創立させ
（1888）、初代校長（27
歳）となった岡倉天心。そ
の一期生、横山大観、下村
観山、二期の菱田春草な
どを育て上げてゆきます
が、その強烈な個性と指
導力を疎ましく思う一群
の学内の人々に狙われ、
怪文書騒ぎなどによって
やむなく美校を追われる
こととなり、周囲には「連
座してはならない」と言

明したものの、天心を慕う橋本雅邦、大観、春草、観山な
ど近代日本画の礎を築く画家をはじめ、17人が同じ道を
選んだ。天心35歳、大観30歳、美校を去った天心は、新
たに「日本美術院」を設立、その後の、この海と松林の絶景

「五浦海岸」に出会い（1903）、この地に大観、観山、春草
らも移り住んで精力的に活動しながら、五浦は日本美術
院の拠点となってゆく。 

五浦と日本美術院

五
い づ ら

浦海岸「絶景の大観荘」と
紅葉の奥久慈紀行 4日間

あんこう鍋の季節到来　話題の水郡線も楽しむ
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■最少催行人員：10名　■食事：朝食3回、昼食2回、夕食3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：水戸／水戸三の丸ホテル（トイレ・バス付き洋室）、五浦／五浦観光
ホテル別館大観荘（トイレ・バス付き洋室または和室）、大子温泉／大子温泉や
みぞ（トイレ付きバス無し洋室　大浴場をご利用ください）
■利用予定バス会社：トキワ交通、滝交通または同等クラス
■利用交通機関：JR普通列車（常陸大子駅～水戸駅 ※混雑時は立席となる場
合がございます）、JR特急普通車指定席（水戸駅～東京駅）
※例年の紅葉の見頃にあわせて設定しておりますが、見頃は年によって前後し
ます。あらかじめご了承ください。

こだわりの宿

1
東京駅12:00発B「江戸にも優る」と謳われた水郷の商
家町「○佐原」へ。町並み散策をお楽しみくださいB○
鹿島神宮を参拝B大洗（夕食）B水戸19：30着
� （水戸泊）ssy

2

午前、●弘道館の参観。水戸11:00発B常盤太田の
●西山御殿（水戸光圀の旧居と庭園）B日立駅B五浦
17：00着　日立駅の話題の展望カフェで休憩。五浦(い
づら)海岸の横山大観ゆかりの「大観荘」へ。夕食は、旬
のあんこうをご用意しました。 （五浦泊）ahy

3

午前、●岡倉天心旧宅と●六角堂、●天心記念五浦(い
づら)美術館 (注)を参観します。五浦10:30発B「●野
口雨晴の生家」ではご子孫の解説（20分）もB紅葉の○
花貫渓谷B○竜神大吊橋B袋田近郊大子温泉17：30
着 （袋田近郊大子温泉泊）ahy

4

大子温泉09:00発B袋田の滝　朝、高さ120ｍ、幅
73ｍを4段に流れ落ちる日本三大名瀑「○袋田の滝」
を満喫しますB常陸大子（だいご）駅11:23発D水郡
線のハイライトルート（約80分）D水戸駅12:39着　
12:53発D東京駅14:13着　
ご自宅までお荷物を託送します。  ass

（注）11/29 発につきましては、天心記念五
い づ ら

浦美術館を 2 日目
にご案内します。

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・4日間】 
 11月14日（月） , 23日（水） , 29日（火） ¥175,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥30,000にて承ります）
五浦観光ホテル別館大観荘：海側客室は追加料金1室￥10,000にて承ります。 
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袋田の滝横山大観の旧宅跡に建てられた
「大観荘」に宿泊

五浦の地で宿泊に選んだのは、横山大観が暮らした旧宅に隣接して建てられた「五浦
観光ホテル別館　大観荘」です。五浦の絶景を望む断崖に建ち、ロビーや食堂からは
六角堂も望みます。大観の名を冠した宿らしく、廊下に設えられた窓からは、いずれ
も大観の構図を実景化したような美しい光景がご覧いただけます。太平洋を望む露天
温泉も人気の宿です。朝に夕に、五浦の絶景を宿の宿泊と共にお楽しみください。

五浦の地に建つ大観荘 太平洋を望む露天風呂

重伝建の佐原、東国三社のひとつ「鹿島神宮」など茨城の名所めぐりへ
旅の初日は東京駅からバスにて重伝建の佐原、鹿島神宮を訪れます。佐原は江戸時代、
利根川水運を利用した物資の集散地として栄えました。町の中心部を流れる小野川沿い
には、古い商家や民家が軒を連ねる往時の町並みが保存されています。2日目は日立へ。
日立出身の建築家妹島和世さんが設計、
2011年に完成した美しいガラス張りの橋
上駅舎や日立駅自由通路は、2012年にグッ
ドデザイン賞を、2014年には鉄道関連で
は唯一の国際デザインコンペティション「ブ
ルネル賞」の優秀賞を受賞するなど、「世界
で最も美しい駅舎」として注目されていま
す。日本海を望む絶景カフェでのひとと
きをお楽しみください。 重伝建・佐原の町並み　©香取市役所

光圀公終焉の地、西山御殿を訪ねます
光圀公終焉の地、西山御殿も訪れます。江戸の名君と謳われる光圀公が江戸を離れ隠居
をし、最後の10年間を静かに過ごした場所です。自然の中に華美を取り入れることを嫌っ
た光圀公の信条が隅々に行き渡った、まるで桃源郷のような草庵です。閑静なたたずま
いの中にも、35万石の風格を持ち合わせています。

紅葉の袋田の滝は迫力満点（イメージ）

旅の締めくくりは日本三大瀑布「袋田の滝」と再開した絶景鉄道「水郡線」
旅の締めくくりは華厳の滝、那智の滝と共に日本三大瀑布に数えられる「袋田の滝」へ。
高さ120メートル、幅73メートルの巨大な滝は、正面から迫力の景観を楽しめる観瀑台
から観賞。1本の長い滝が見事な華厳と那智に比べ、四段に分かれて糸の様に流れる美
しい滝は「四度の滝」と呼ばれ、古くから日本を代表する景勝として親しまれてきました。
お帰りは最寄の常陸大子駅から水郡線で水戸へ。水郡線は久慈川の渓谷に沿って走る関
東きっての絶景ローカル鉄道として親しまれていましたが、2019年の台風19号の被害
を受け橋が流出。2年間の復旧工事の末、昨年ようやく再開されました。久慈川の景観
を車窓に楽しみながらのローカル鉄道旅をお楽しみください。


