
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 □本社（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による取引条件説明書面及び同法第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

●取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
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日目に当たる日以降～8日目に当た
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
目に当たる日以降～前々日に当たる日まで……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％　
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる場合があります）。　■おひとりでご参
加のお客様は、1名室利用追加代金にて承ります。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。　■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、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく
早めにお申し出ください。　■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。　■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

ご旅行条件は、2022年9月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

ニッポンスモールラグジュアリー

ホテルのご紹介は裏面をご覧ください

東 京

御三家と呼ばれる「帝国ホテル東京」、「The Okura Tokyo（旧 ： ホテルオークラ東京）」、「ホテルニューオータニ東京」は、日
本のホテルの代名詞になるほど有名な老舗ホテルです。今回はホテル御三家すべてに宿泊しながら、初春の東京芸術散歩をお楽
しみいただきます。「ホテル御三家」と呼ばれるようになったのは1980年代のことで、世界各国の著名人を集めたサミットが東京で
開催され、その宮中晩餐会のケータリングと国賓の宿泊施設を任されたのがきっかけとされています。行程にゆとりを持たせてい
ますので、各ホテル滞在をたっぷりお楽しみいただけます。

ツアープランナーより

表層的な和ではない日本ならではの美意識こそが「The Okura Tokyo」

�◯ホテル御三家(帝国ホテル東京、ニュー
オータニ東京、The�Okura�Tokyo)に宿
泊します。

��◯東京ステーションホテルでは、ランチと館
内ツアーをお楽しみください。

��◯移転リニューアルオープンする静嘉堂文
庫美術館の見学を楽しみます。

ここにご注目  旅のポイント

ホテル御三家と東京芸術散歩 4日間

東京ステーションホテルでのランチと館内ツアーも楽しむ

旅のスタートは「東京駅」から。
丸の内歴史散歩も楽しみます
1915年、急増する内外の賓客を迎えるために東京駅丸
の内駅舎の中に誕生した「東京ステーションホテル」。川
端康成や松本清張など、多くの文豪や著名人にも愛され
てきた名ホテルです。今回の旅では、赤レンガ駅舎の屋
根裏という特別な空間にあり、通常は宿泊者のみが入る
ことのできるレストラン「アトリウム」でのランチをご用
意しました。お食事の後には、ホテルの歴史が垣間見ら
れる館内ツアーもお楽しみいただきます。その後、東京
駅から丸の内歴史散歩へ。丸の内には実にユニークで美
しい近代建築が数多くあります。しかしあまりにも日常
に溶け込んでいるため、これまで深く触れる機会がな
かったのではないでしょうか。中でもギリシャ神殿のよ
うな柱頭が印象的な明治生命館は日本近代建築の最高傑
作と言われており、2022年10月に静嘉堂文庫美術館が
移転リニューアルオープンします。

重要文化財 明治生命館　昭和9年(1934)竣工旅のスタートは東京駅から

東京ステーションホテル内のレストラン「アトリウム」にて
ランチ(イメージ)

静嘉堂文庫美術館　展示ギャラリー（ホワイエ）
完成予想図　資料提供 ： 竹中工務店 
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ご旅行条件は、2022年9月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

■最少催行人員：10名様　■食事：朝食3回、昼食3回、夕食2回
■添乗員：新千歳空港、福岡空港、帝国ホテル東京ご出発から新千歳空港、
福岡空港、The Okura Tokyo解散まで同行します。　
■ホテル：日比谷／帝国ホテル東京（洋室）、赤坂／ホテルニューオータニ東京（タ
ワー館、洋室）、六本木／The Okura Tokyo（洋室)
■利用予定バス会社：日の丸自動車興業、日の丸リムジンまたは同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空、全日空(普通席)

【ホテル御三家③】The Okura Tokyo
　　　　　　　　 （旧 ： ホテルオークラ東京）

こだわりの宿

1

新千歳空港08：55発H羽田空港10：35着K日比谷・
帝国ホテル東京11：30発K　荷物を置き、東京駅へ。
東京ステーションホテルにてご昼食。その後、館内ツアー
をお楽しみください ( 注1)。午後、W丸の内歴史散歩
へ。2022年10月に移転リニューアルオープンする●静
嘉堂文庫美術館の見学もお楽しみいただきます。W日比
谷16：00着　帝国ホテル東京へチェックイン。夕食はイ
ンペリアルバイキングサールにて。
� (帝国ホテル東京泊） shy

2

日比谷10：00発B○旧岩崎邸庭園や○湯島天神へご案
内しますB日本橋クルーズ(2/28発は隅田川クルーズ)
をお楽しみくださいB赤坂16：00着　ホテルニューオー
タニ東京へチェックイン。
 (ホテルニューオータニ東京泊） ahs

3

赤坂10：00発K●迎賓館赤坂離宮の見学へご案内しま
す(注2)K隈研吾建築の○国立競技場（外観）K六本木
15：00着　The Okura Tokyoにチェックイン。●大
倉集古館の見学など、夕食までごゆっくりお過ごしくださ
い。夕食は、ホテル最上階の鉄板焼きレストラン「さざん
か」にて。 (The Okura Tokyo泊） ahy

4
チェックアウトまでごゆっくりお過ごしください。六本木
12：00発K羽田空港14：30発H新千歳空港16：00着
ご自宅までお荷物を託送します。  ass

※上記の行程は新千歳空港発着（日本航空利用）のスケジュールです。
その他の航空会社利用した場合は時間が異なります。

（注 1）新型コロナウイルスの感染状況により、ご案内できない場合が
ございます。

（注 2）国公賓などの接遇、その他迎賓館の運営上の都合によって公開
が中止になる場合がございます。

集合・日数・出発日 旅行代金

【新千歳空港集合・4日間】 
1月25日（水） ¥255,000

【福岡空港集合・4日間】 
2月22日（水） ¥255,000

【帝国ホテル東京集合・4日間】 
 2月28日（火） ¥215,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥60,000にて承ります）

【ホテル御三家①】帝国ホテル東京

今から130年以上前の1890年、国内初の本格的な西洋式ホテルとして、帝国ホテル
東京は開業しました。「近代日本経済の父」とも称される渋沢栄一が初代会長を務めま
した。日比谷、銀座、東京駅が徒歩圏内という好立地で、周辺には皇居や日比谷公園
の緑を望みます。ご宿泊は本館・スーペリアツイン（32㎡）をご用意しました。

2019年9月、4年にわたる改装を経て「The Okura Tokyo （旧：ホテルオークラ東京） 
」はリニューアルオープンしました。創業時の設計者、谷口吉郎の子、谷口吉生の手
により完成したThe Okura Tokyoのロビーは、父親のレガシーを受け継ぎながら、
現代に即した空間へと見事に昇華させました。「オークラ・ランターン」と呼ばれた独特
の切子玉型の照明、梅の花をモチーフにしたテーブル・椅子などは忠実に再現されて
います。15時のチェックインから翌日12時のチェックアウトまで、日本初の私設美
術館「大倉集古館」の見学も含めごゆっくりお過ごしいただきます。

ホテルニューオータニ東京に宿泊（タワー館宿泊） 客室(イメージ)

宿泊するプレステージタワー(正面) 客室(イメージ)

近代日本が威信をかけて築き上げた
「迎賓館赤坂離宮」
明治時代に東宮御所として建てられ、豪華な建物と
数々の壮麗なお部屋が印象的な赤坂離宮は、戦後、
国賓を迎える迎賓館として使われています。2016
年に内部公開が始
まって以来、新し
い東京の観光名所
として名だたる存
在となりました。
細かな装飾にもぜ
ひご注目ください。

■各地からの発着時間のご案内（記載以外の航空会社利用の場合は時間が異なります。）

【福岡空港】 往路：福岡空港09:10発H羽田空港10:40着
（日本航空） 復路：羽田空港14:00発H福岡空港15:55着

迎賓館赤坂離宮を訪問

【ホテル御三家②】ホテルニューオータニ東京
国内外の賓客をもてなしてきた名門「ホテルニューオータニ東京」。ホテルが建つ紀尾
井町は、紀州徳川家、尾張徳川家、井伊家の屋敷があった場所で、各家の文字を一文
字ずつとって町名とされました。江戸城外堀に囲まれ、江戸時代から受け継がれる日
本庭園は広さ1万坪を誇り、その約6割を緑が占めています。朝・夕の散策におすすめ
です。

創業130周年を迎えた帝国ホテル東京に宿泊
ロビーの中心の華やかな花は季節ごとに目を楽しませ
てくれます


