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�◯仁淀ブルーの美しい中津、安居、２つの
渓谷を巡ります。

�◯そらやま街道をドライブし、仁淀川ク
ルーズや神秘のにこ淵を訪れます。

�◯高知の中心部に３連泊。東土佐の安芸の
町並みや話題の「モネの庭」を訪れます。

ここにご注目  旅のポイント

　過去8年で水質日本一を７度も受賞し、「奇
跡の清流」としてその美しさが世界に知れ渡
るようになってきた仁淀川。その渓流の美し
さは「仁淀ブルー」と呼ばれ、「日本の九寨
溝」とまで囁かれるようになりました。神秘的
なエメラルド色の淵があったかと思えば、浅
い河原のあたりは透明感のある空色。川底
には水面の影が映り込み、なんとも涼やかで
す。「九寨溝」の名に負けることなく、透明な
しぶきをあげて流れる滝の美しさも見事なも
の。各渓谷とも散策時間はゆっくり１時間程
度と、ご参加いただきやすい散策路なのも魅
力です。高知の中心部では高知城や博物館
で土佐の歴史を感じます。また本家ジヴェル
ニーにも認められた北川村の「モネの庭」も訪
問。春の高知を満喫する旅に仕立てました。
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中津渓谷の奥に位置する「雨竜の滝」（水量によって様々な表情を見せてくれます）

城下町・高知に3連泊
仁淀ブルー観光の拠点は高知市です。市の中心
地に3連泊し、日本で唯一江戸時代のままの城郭
が天守と共に残る高知城や高知城歴史博物館へ。
2023年には、高知県出身の植物学者・牧野富太郎
博士をモデルとした連続テレビ小説『らんまん』
（神木隆之介主演）の放映が決まりました。盛り
上がりを見せる高知をぜひお訪ねください。 江戸時代の城郭や天守がそのまま残る高知城

最強のブルーと呼ばれる安居渓谷（イメージ）



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=航空機　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10日現在の運賃・料金を基準としております。　

仁淀ブルー　地図②

荒 し々い巨岩と滝の織り成す絶景
中津（なかつ）渓谷
高知市から1時間半ほど。仁淀川を遡ってゆく
と、仁淀水系のなかでも最も滝と水流の景色が
絶景といわれる中津渓谷へご案内。ネイチャー
ガイドとともにのんびりと歩きながら、「仁淀ブ
ルー」の景観を楽しみます。最大の見どころで
ある雨竜の滝は、落差20メートルと大迫力。滝
の上には注連縄（しめなわ）が張られ、岩を流れ
落ちる美しい滝をご覧ください。 遊歩道が整備されていますので、ガイドの話をのん

びり聞きながら散策していただけます

1 羽田空港12：15発H松山空港13：45着B●松山城、●坂
の上の雲ミュージアムBホテル� （松山泊）ssy

2
松山09：00発B石鎚山を眺めながら高知へB仁淀ブルー①

「○にこ淵」B仁淀川清流クルーズ（注1）B高知16：00
着� 【3連泊】（高知泊）ahs

3

高知B○木曜市B中津渓谷　午前、仁淀ブルー②「○中
津渓谷」へ（注2）。巨岩の渓谷に滝が続く荒々しい景観が
魅力の渓谷です。雨竜の滝まで中津渓谷の散策を楽しみま
す。（片道ゆっくり30分）B安居渓谷　午後、仁淀ブルー③

「○安居渓谷」へ。仁淀ブルーの中でも特に美しく、九寨
溝のような水の絶景エリアといわれる「○水晶淵」や「○飛龍
の滝」、「○乙女河原」の散策にご案内します。B高知
 （高知泊）ahs

4
高知（午前、○高知城、●高知城歴史博物館にご案内しま
す。午後、自由行動)
夕食はカツオの藁焼きなど土佐郷土料理をご賞味くださ
い。  （高知泊）asy

5
高知08：30発B北川村（●「モネの庭」マルモッタンを訪れ
ます）B土居廓中（○土居廓中の散策）B高知龍馬空港
16：15発H羽田空港17：40着
ご自宅までお荷物を託送します。  ahs

※上記の日程は日本航空利用羽田空港発着のスケジュールです。
（注1）悪天候や増水などにより遊覧できない場合は乗船代を返金します。
（注2）道幅等の関係で、小型バスに乗り換えてご案内します。バス席を
お一人2席ご用意できない場合がございます。

集合・日数・出発日 旅行代金
【羽田空港集合・5日間】 　
3月14日（火）�,�4月11日（火）�,�
5月16日（火）

¥225,000
【伊丹空港集合・5日間】 　
3月21日（火） ¥225,000
【中部空港集合・5日間】 　
4月18日（火） ¥225,000
【福岡空港集合・5日間】 　
5月23日（火） ¥225,000
※1名室利用追加代金はございません。旅行代金と同額でご案内いた
します。
おひとりでご参加のお客様は、シングル客室となります。予めご了承
ください。

■最少催行人員:10名　■食事:朝食4回、昼食3回、夕食2回
■添乗員:各地空港ご出発時から各地空港ご到着時まで同行いたします。
■ホテル：松山／ANAクラウンプラザホテル松山（洋室）、高知／紺碧
の湯　ドーミーイン高知（洋室・シャワーのみ、大浴場あり）高知市の中
心、帯屋町のアーケードに位置するホテルです。散策や路面電車での移
動にも便利です。　
■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：全日空、日本航空、フジドリームエアラインズ（普
通席）
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■各地からの発着時間のご案内
【伊丹空港】　利用予定航空会社：日本航空
往路：伊丹空港10：55発H松山空港11：50着
復路：高知空港16：40発H伊丹空港17：25着
【中部空港発・小牧空港着】
利用予定航空会社：フジドリームエアラインズ（その他の航空会社を利用した場合、時間が異なります）
往路：中部空港10：40発H松山空港11：45着
復路：高知空港16：00発H小牧空港17：00着
【福岡空港】　利用予定航空会社：日本航空
往路：福岡空港11：55発H松山空港12：40着
復路：高知空港18：40発H福岡空港19：40着
※記載した航空会社以外を利用した場合、時間が異なります。

仁淀ブルー　地図③

最強のブルーと呼ばれる安居渓谷
高知市から1時間半ほど。仁淀川を遡ってゆく
と、仁淀水系のなかでも最も滝と水流の景色が
絶景といわれる中津渓谷へご案内。ネイチャー
ガイドとともにのんびりと歩きながら、「仁淀ブ
ルー」の景観を楽しみます。最大の見どころで
ある雨竜の滝は、落差20メートルと大迫力。滝
の上には注連縄（しめなわ）が張られ、岩を流れ
落ちる美しい滝をご覧ください。 仁淀随一の美しさを誇る「水晶淵」

仁淀ブルー　地図①

にこ淵と仁淀川の清流クルーズ
仁淀水系で最も気軽に訪れられると人気なのが
「にこ淵」と「仁淀川屋形船」です。今回は松山か
ら高知へと国道194号線、通称そらやま街道を
ドライブし、仁淀川下流域の清流を、約50分、
屋形船でクルーズで楽しみます。高知の代表的
風景である沈下橋も船からご覧いただけます。

にこ淵は単独のビュースポット。ここのブルーを一番
に押すファンも多い

春の「モネの庭」マルモッタンへ
高知県東部、東土佐の北川村にあ
る「モネの庭」マルモッタンは、世
界で唯一、パリ郊外の本場ジヴェ
ルニー以外で「モネの庭」と冠する
ことを許されました。単なる本場
のコピーではなく、東土佐の気候
風土に合わせ花々が生き生きと咲
き誇る風景を維持、発展させてい
く、スタッフの情熱がいっぱい詰
まった素晴らしい庭園です。 世界で唯一ジヴェルニー「モネの庭」の公認を受けた「モネの庭」


