
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。　

愛媛・高知

「日本最後の清流」と言われる全長196kmの四万十川。美しく澄んだ川とこ
の地方ならではの沈下橋が織りなす風景は、一度は見てみたい絶景です。今
回の旅では、遊覧船に乗って川面からの風景をお楽しみいただき、さらに土佐
くろしお鉄道を貸し切り宿毛駅から中村駅まで約45分の乗車体験へ。途中、
四万十川橋梁の真ん中で約10分停車して四万十川の絶景をご覧いただきます。
また四国最南端の足摺岬では2連泊。宿泊は全面改装をしてリゾートホテルと
して生まれ変わった「アシズリテルメ」。このホテルを拠点に、椿の花咲く足摺
岬はもちろんのこと、エメラルドブルーの海が人気の柏島などを訪ねます。

ツアープランナーより

椿が見頃を迎える足摺岬（イメージ）椿が見頃を迎える足摺岬（イメージ）

裏面もご覧ください

四国最南端の足摺岬では、絶景リゾート「アシズリテルメ」に連泊
1月下旬から2月末にかけて四国最南端の足摺岬周辺は、自生するヤブツバキが見ごろを迎えます。この時期に合わせて連泊しながら、じっくりと
見どころを巡ります。宿泊する「アシズリテルメ」は20年以上続いた施設を全面改装し、2021年11月にリニューアルオープンしました。太平洋をの
ぞむ高台に白亜の建物が映える、まさしく絶景リゾートです。シェフこだわりの厳選された地元の旬の食材を使った、イタリアンディナーにもご期
待ください。連泊中には、エメラルドブルーの海が美しく奇跡の絶景として近年人気の柏島を訪ねたり、竜串では美しい珊瑚礁をグラスボート遊
覧でご覧いただいたりと、周辺の観光もお楽しみいただきます。
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ニッポンの南を旅する

�◯四国最南端の足摺岬では、絶景リゾート
「アシズリテルメ」に連泊します。
�◯日本最後の清流「四万十川」は貸し切
り列車から楽しみます。

◯料亭「得月楼」での昼食をご用意。春
を告げる「盆梅展」も楽しみます。

ここにご注目  旅のポイント

白亜の建物が印象的なリゾートホテル「アシズリテルメ」

四万十川絶景列車と四国最南端リゾートの旅 5日間
四国の原風景と一足早い春を求めて

楽楽

サービス
お荷物

オーシャンビュールーム（イメージ） お食事（イメージ）
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■最少催行人員：10名様　■食事：朝食4回、昼食5回、夕食4回
■添乗員：各地空港ご出発から各地空港ご到着まで同行します。
■ホテル：宇和島／JRホテルクレメント宇和島 (洋室）、足摺岬／アシズリテル
メ（洋室）、高知／城西館（洋室または和洋室）
■利用予定バス会社：高知駅前観光または同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空、全日空、フジドリームエアラインズ（普通席）

1
羽田空港09：30発H松山空港11：00着B内子（○
内子座など古い町並み散策を楽しみます。）B大洲（●臥
龍山荘を見学します。）B宇和島17：00着
 � （宇和島泊） shy

2

宇和島08：30発B四国南部の原風景を今に残す、○
外泊石垣集落を訪問します。B宿毛駅11：32発D
（「四万十川橋梁絶景列車」の貸し切り乗車へご案内しま
す。四万十川の橋の上で約10分停車します。）D中村駅
12：14着B四万十川（午後、日本最後の清流と呼ばれ
る四万十川のクルーズをお楽しみください。船上から佐
田沈下橋を眺めます。）B足摺岬17：00着
四国最南端のリゾートホテル「アシズリテルメ」に到着。
� 【2連泊】（足摺岬：アシズリテルメ泊） aly

3

足摺岬B○柏島（エメラルドブルーの海が美しい話題の
スポットです。）B竜串（グラスボート遊覧と見残し海岸の
散策をお楽しみいただきます。）B午後、椿の花咲く○足
摺岬を訪ねた後、ホテルへ戻ります。
� （足摺岬：アシズリテルメ泊） ahy

4
足摺岬09：00発B四国八十八ヶ所のひとつ●岩本寺（一
面に飾られた575枚の天井画は必見です。）B城下町・佐
川（●青山文庫や●牧野富太郎ふるさと館）B高知16：
30着� （高知：城西館泊） ahy

5
高知09：30発B●高知県立牧野植物園B昼食は料
亭「得月楼」にて。B高知空港 15：55発H羽田空港
17：15着 解散
ご自宅までお荷物を託送します。 � ahs

※上記の行程は羽田空港発着（全日空）のスケジュールです。
伊丹空港発着（全日空）、中部空港発（全日空）小牧空港着

（フジドリームエアラインズ）の航空機スケジュールは下記を予
定しております。それ以外の航空会社を利用する場合は時間が
異なります。

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・5日間】 
2月25日（土） ¥248,000

【中部空港集合小牧空港着・5日間】 
2月18日（土） ¥248,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥30,000にて承ります）

日本最後の清流「四万十川」は貸し切り列車から楽しみます
本流に大規模なダムを持たないことから「日本最後の清流」と言われる四万十川。全長
196km、四国最長の川です。上流から下流にかけて数多く残る沈下橋は、欄干がなく川の
増水時に水面下に沈むことで流失しないように作られています。遊覧船に乗り、川面からの
風景をお楽しみいただきます。またこのたびは、土佐くろしお鉄道を貸し切り、宿毛駅から
中村駅まで約45分の乗車へ。途中、四万十川橋梁の真ん中で約10分停車して四万十川の絶
景をご覧いただきます。角度を変えて高知が誇る自然景観をご満喫ください。

四万十川橋梁絶景列車の乗車を楽しみます(空撮イメージ)

■各地からの発着時間のご案内
【伊丹空港】 　往路：伊丹空港10：05発H松山空港11：00着
	 　復路：高知空港16：40発H伊丹空港17：25着

【中部空港】 　往路：中部空港08：15発H松山空港09：25着
	 　復路：高知空港16：05発H小牧空港17：05着

料亭「得月楼」での昼食をご用意。春を告げる「盆梅展」も楽しみます
旅の締めくくりには創業150年、宮尾登美子著『陽暉楼』の舞台としても知られる高知の料亭
「得月楼」にて昼食をご用意しました。1月中旬から3月上旬にかけて「盆梅展」が開かれてい
ます。初代店主が明治30年頃から蒐集を始めた梅の数々は、お店の象徴として代々の店主
に受け継がれています。お食事と合わせてお楽しみください。

料亭「得月楼」にて昼食をご用意しました 「盆梅展」もお楽しみください(イメージ)

四国西端の入り江に残された「石垣の里」を訪問
石垣を積んだ独特な外観が目を引く外泊。今から150年ほど前、台風や冬の厳しい季節風、
潮害から集落を守るために、家を石垣で囲うように造られました。石垣の間を縫うように伸
びる路地を歩き、坂の下から集落を見上げると、ひとつの大きな城に迷い込んだかのようです。

石垣を積んだ独特な景観が広がる「外泊」 昔ながらの雰囲気が残ります

※アップグレードプランのご案内
アシズリテルメ（2泊）では、客室のアップグレードプランをご用
意しております。
オーシャンビュールーム（26㎡）⇒�グランドプレミアオーシャン
ビュールーム（45㎡）　追加代金�1室￥20,000

現地合流プラン：松山空港合流/高知空港離団 ￥28,000引き

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・5日間】 
1月28日（土）

旅行代金 ¥248,000
⇒ お支払い実額 ¥243,000

【伊丹空港集合・5日間】 
2月4日（土）

旅行代金 ¥248,000
⇒ お支払い実額 ¥243,000

下記出発日は、高知観光リカバリーキャンペーン事業により
5000 円割引されています


