
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　H=飛行機　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11月17日現在の運賃・料金を基準としております。　

奈良

古都奈良では、新年1月から3月にわたり伝統的な行事が続きます。1月と言えば早春の
訪れを告げる伝統行事「若草山の山焼き」でしょう。春日大社、東大寺、興福寺の神仏
が習合し、先人の霊魂や慰霊、奈良の防火や世界平和を若草山から祈ります。この「若
草山の山焼き」に合わせて奈良に5日間滞在する旅をご用意しました。
山焼きの御神火をいただく春日大社では、釣燈籠にひとつずつ灯をともす献灯と夜間の特
別拝観にご案内します。興福寺国宝館の開館前入場拝観や、冬の風物詩である鹿寄せ
も間近で見学。奈良町の散策も楽しみます。歴史ある奈良ホテルでは名物の「茶粥」を味
わうなど、奈良の1月を楽しむ旅路です。

特別企画　奈良の歳時記

裏面もご覧ください

ツアープランナーより

奈良の歳時記
若草山の山焼きと特別な奈良滞在 5日間

奈良の歳時記　睦月1月

�◯古都奈良の風物詩、若草山の山焼きを、歴史解説とホ
テルの屋上からの特別観賞で堪能。

◯散策に便利なホテルMIROKUに4連泊。奈良町の散
策や茶粥の朝食など、古都奈良の風情を楽しみます。�

�◯春日大社の献灯体験、興福寺国宝館の開館前入場、
鹿寄せ見学など特別プログラムで紹介。

ここにご注目  旅のポイント
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奈良の風物詩　若草山の山焼き（イメージ）

ホテルMIROKU奈良から見る若草山（木の無い部分が焼かれます。）

若草山の山焼きは、ホテルの屋上の特等席で
奈良に新年を迎える、若草山の山焼き。例年、
この山焼きを楽しみに多くのお客様が奈良を訪
れるため、ホテル確保が難しく、ツアーでご紹
介することが難しい状況でした。そんな状況を
「奈良町」に完成したホテル「MIROKU奈良」を利
用することで、実現することが出来ました。若
草山の山焼き観賞には、ホテルの屋上が何といっ
ても特等席。特に近年、コロナ対策により山焼
き当日、若草山に近づけなくなった中で貴重な
場所になりました。山全体がダイナミックに燃
え上がる「山焼き」の様子を、宿泊者だけの特別
席で贅沢にご覧ください。

楽楽

サービス
お荷物

ホテル「MIROKU 奈良」から見る山焼きは
迫力があります（添乗員撮影）
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興福寺国宝館を開館前に特別見学します
藤原氏の祖・藤原鎌足とその子息・藤原不比等
ゆかりの寺院で、南都七大寺のひとつである
興福寺。法相宗の大本山で、国宝館には「阿修
羅像」をはじめとする国宝・重要文化財が残さ
れています。混雑する一般入場前に、僧侶の
案内によりじっくりご覧いただきます。

奈良での滞在は、ホテル「MIROKU奈良」に4連泊します。奈良に残る古い町「奈
良町」に位置するモダンなホテルで、世界遺産の興福寺、元興寺や、国立博物館、
春日大社などへも徒歩圏内と散策に大変便利です。 奈良公園や猿沢の池も歩いて
すぐなので、早朝の散歩に出かけるのもいいでしょう。

ホテル「MIROKU奈良」

こだわりの宿 町歩きに便利な立地のホテル
「MIROKU奈良」に4宿泊

春日大社献灯の後は、夜間特別参拝（イメージ）　Ⓒ奈良県ビジターズビューロー

1
京都駅13：20発D近鉄奈良駅13：55着  ホテルへ
夜、●春日大社にて、神職等の案内による献灯と御本殿
を夜間特別参拝します。
� 【4連泊】（MIROKU奈良泊）ssy

2
午前、現地ガイドの同行で、ホテルの位置する奈良町周
辺と世界遺産・●元興寺を見学。
午後、自由行動。� (MIROKU奈良泊)ahs

3
歴史ある奈良ホテルにて、名物の朝粥を楽しみます。
その後、奈良の冬の風物詩のひとつ、鹿寄せにご案内し
ます。午後、自由行動。夕刻、ホテルにて「若草山の山
焼き」についての解説。 � (MIROKU奈良泊)ass

4
終日、自由行動。
夜、ホテルの屋上より、若草山の山焼きを観賞します。
（注）� (MIROKU奈良泊)asy

5

早朝、僧侶の案内にて、開館前の●興福寺国宝館の特別
見学をお楽しみください。天平彫刻の傑作と言われる阿
修羅像をはじめ、数々の国宝を静かな中で鑑賞します。
W近鉄奈良駅11：40発D京都駅12：15着� ass
ご自宅までお荷物を託送します。

（注）若草山の山焼きは、荒天の場合中止されることがあります。

※このツアーは奈良県の全国旅行助成事業「いまなら。キャンペーン
2022プラス」を利用するコースです。旅行代金の割引に加え、奈良県
内の加盟店で使える「いまなら。地域クーポン」：¥11,000 分を宿
泊施設のチェックイン時にお渡しいたします。
※助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止となり、通常の旅行代金
でのご案内となりますので、予めご了承ください。
※詳しくは奈良県「いまなら。キャンペーン2022プラス」の公式ホーム
ページをご覧ください。
https://www.nara-campaign.com/2022plus/
■最少催行人員：10名　■食事：朝食4回、昼食0回、夕食2回
■添乗員：京都駅ご出発から京都駅ご到着まで同行します。　
■ホテル：奈良／ホテルMIROKU奈良（洋室）　奈良の旧市街地区「奈良町」
に位置し、町の散策や散策に便利です。猿沢池や興福寺も歩いてすぐです。

献灯のライトアップ（イメージ）　Ⓒ奈良県ビジターズビューロー

音が流れると、あっという間に鹿が集まります　©奈良の鹿愛護会

メインダイニングルーム「三笠」で味わう「茶粥」
（イメージ）

夜の春日大社で灯す献
けん
燈
とう
は、新年の思い出に

ホルンの音色に集まる鹿寄せを見学

奈良ホテルでの朝食は、名物の「茶粥」を味わいます

釣灯籠が約1000基、石灯籠が約2000基あると言われる春日大社。この春日大社の閉門後、
特別に入場し釣灯籠に光をともしながら、御本殿に特別参拝するという「献灯」を体験いた
だきます。静寂の春日大社で、神職のお話を伺いながら、ひとつずつ釣灯籠に灯をともし
ていく体験は、とても幻想的です。月に2～3回のみ行われている行事で、1回40名まで
の特別体験です。

ナチュラルホルンの音色で鹿を呼び寄せる
「鹿寄せ」。1892年に鹿園竣工奉告祭でラッ
パを使ったのが始まりで、夏と冬の限られ
た時期に行われています。ナチュラルホル
ンの音が流れると、多くの鹿が遠くから一
斉に駆け寄ってきます。ごほうびでもらう
ドングリを食べる姿を見ると、思わず笑顔
になる楽しい時間です。

3日目の朝食は、「MIROKU奈良」の隣にある奈良ホテル
にて「茶粥」をご用意しました。1200年も食される奈良を
代表する「茶粥」は、古くより「おかいさん」と親しまれて
います。奈良ホテルでは香り高い緑茶にごはんを入れて
炊き上げており、数ある郷土のお粥の中でもさらさらと
していて食べやすいので朝食にぴったりです。

スーペリアルーム（34㎡）（客室一例）

集合・日数・出発日 旅行代金

【京都駅集合・5日間】　1月25日（水）
スタンダードルーム（25㎡） 旅行代金：¥178,000
いまならプラス割引：¥20,000,　別途「いまなら。地域クーポン」：¥11,000分

⇒お支払い実額：¥158,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥40,000にて承ります）

スタンダードダブルルーム（17㎡） 旅行代金：¥198,000
いまならプラス割引：¥20,000,　別途「いまなら。地域クーポン」：¥11,000分
（1名様利用のみ　1名室利用追加代金￥30,000含む）⇒お支払い実額：¥178,000
スーペリアルーム（34㎡） 旅行代金：¥198,000
いまならプラス割引：¥20,000,　別途「いまなら。地域クーポン」：¥11,000分

⇒お支払い実額：¥178,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥50,000にて承ります）
ジュニアスイート（56㎡） 旅行代金：¥228,000
いまならプラス割引：¥20,000,　別途「いまなら。地域クーポン」：¥11,000分

（2名様利用のみ）⇒お支払い実額：¥208,000
現地合流プラン：近鉄奈良駅合流（出発地）／離団（帰着地） ¥2,000引き


