
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12月29日現在の運賃・料金を基準としております。　

至極の京都
ゆったりアマン京都2泊の旅 ３日間

アマンで楽しむ究極のラグジュアリー

京 都

鷹峯の麓の広大な森の庭に佇むアマン京都の宿泊は
思い出深いものに
本阿弥光悦が居を構え、芸術村を興した鷹峯。湧水や滝の流れる森
を含めると約2万4千㎡という広大なエリアに2019年11月、アマン
京都は誕生しました。この土地の前身は西陣織を扱っていたオーナ
ーが約40年かけて育んできた広大な庭園。その為、苔むした石畳の
道や幽玄の森など、日本の、特に京都らしい自然の美しさをお楽し
みいただけます。客室はゆったり60㎡の広さを有し、ベッド、ソフ
ァやローテーブルが置かれ、バスエリアには、檜風呂とシャワーブ
ース、2つの洗面台が配されています。

客室は６０平米とゆったり快適です（客室一例）

アマン京都ラウンジ

森の中に入るかのようなアマン京都の入り口

団体客を受け入れていなかったラグジュアリーホテル「アマン」の旅を国内外にわたり10年余りご案内してきたワールド航空サービス。
日本国内ではアマン東京、伊勢志摩アマネムにつづき３番目のアマンが京都・洛北の鷹峯に2019年11月に誕生しました。今回
はアマン京都に贅沢に２連泊。アマン京都での滞在を存分にお楽しみいただける行程といたしました。宿泊だけでなく、アマン
京都でのご夕食は日本料理「鷹庵」で。食材、空間、うつわ、総料理長の旬な食材で仕立てる日本料理はまるで芸術のようです。
５年半ぶりに里帰り特別公開される国宝障壁画が話題の大徳寺聚光院の拝観もお楽しみください。

こだわりの宿

アマン京都「ザ・リビング パビリオン by アマン」の外観

日本ラグジュアリー

裏面もご覧ください

�◯洛北の静謐な隠れ家、アマン京都に
じっくり２泊

�◯狩野永徳の傑作、国宝障壁画全46面
が５年半ぶりに里帰り特別公開され
る大徳寺聚光院へ

�◯アマン京都のメインダイニング「鷹
庵」や「京都和久傳」「貴与次郎」、日
本料理の名店へ

ここにご注目  旅のポイント

アマン京都

ツアープランナーより
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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12月29日現在の運賃・料金を基準としております。　

２泊することでアマン京都をじっくりと味わう

日本料理「鷹庵」でのディナーや、
「和久傳」「貴与次郎」京の名店ランチも

狩野永徳国宝の障壁画が5年半ぶりの里帰り
大徳寺聚光院特別公開

アマン京都には広大な敷地にリビング パビリオン by アマンやアマン・スパなど、パブ
リックスペースも充実。美しく設えられた森の庭の散策も楽しみです。これまでは１泊
での宿泊としておりましたが、連泊でゆっくりしたいというご要望にお応えし、２泊の
滞在が実現しました。連泊することで、温泉施設を備えたスパや、アフタヌーンティー
など優雅な「平和なる時間」をお楽しみいただけることでしょう。この度は特別にワール
ドのお客様限定で3,000円のスパクーポンもご用意しました。

大徳寺聚光院は利休の墓所があり、茶家三千家の菩提寺ともなります。今回の特別公開
では、桃⼭時代の天才絵師、狩野永徳（狩野派4代目）とその⽗松栄（狩野派3代目）によっ
て描かれた国宝・聚光院本堂障壁画「花⿃図」全46⾯が京都国⽴博物館から5年半ぶりに
⾥帰りし公開されています。日本を代表する天才絵師が描いた障壁画をオリジナルの状
態でご覧いただける貴重な機会です。聚光院の書院には、世界的に活躍する日本画家・
千住博の障壁画『滝』が納められています。

2日目の夕食はアマン京都のメインダイニング、日本料
理「鷹庵」にてご用意しました。「鷹庵」は有名グルメガイ
ド誌で２つ星の金沢の名料亭「銭屋」２代目主人である高
木慎一朗氏が総料理長。高木氏は、日本料理を伝統工芸
や伝統芸能と並ぶ日本の重要な文化とし、ここ「鷹庵」で
新たな食文化の創造に挑戦しています。
ランチにも名店を選びました。初日は京都和久傳（京都
駅店）へ。1870年に丹後の料理旅館として開業し、その
後丹後や周辺の旬の食材を利用した料亭として京へ進出。
以降京の料亭の草分けとして名を知られている名店です。
最終日には知る人ぞ知る名店「貴与次郎」にご案内します。
京の御三家として知られる「柊家」で長年修業し、料理長
を務めた堀井氏が独⽴した京料理店です。名だたる京の
名店の味を存分にお楽しみください。

■最少催行人員：10名様　■食事：朝食２回、昼食２回、夕食１回
■添乗員：1日目京都駅ご出発からアマン京都まで及び3日目アマン京都ご出
発から京都駅ご到着まで同行します。添乗員は宿泊せず2日目は同行しません。
■ホテル：京都：アマン京都（和洋室・ベッド）
和洋室、60平米の室内には、畳の間に床から天井までの広々とした窓と床の
間があり、ベッド、ソファやローテーブルが配置、バスエリアには檜風呂とシャ
ワーブース、２つの洗面台があります。また、敷地内には露天と内湯の２つの温
泉やスパ、マッサージルームがあります。
■利用予定タクシー会社：都タクシーまたは同等クラス

�1

京都駅12：15集合W京都和久傳（京都伊勢丹内）にて昼食。
K京都駅より●大徳寺へ。狩野永徳筆の国宝障壁画が５年
半ぶりに里帰り公開されている大徳寺聚光院の特別公開に
ご案内します。Kアマン京都15：00着
� 【２連泊】（京都：アマン京都泊）shs

2

アマン京都にてごゆっくりお過ごしください。アマン・スパ
での極上のリラクゼーションやアフタヌーンティーなどアマ
ン京都内での優雅なひとときをお楽しみください。スパで
利用いただける3,000円分のクーポンもご用意しました。
夕食は、メインダイニング「鷹庵」にて。
� （京都：アマン京都泊）asy

3
午前、ごゆっくりお過ごしください。
アマン京都12:00発K「柊家」の料理長を経て独立した京
料理「貴与次郎」にて昼食。K京都駅15：00頃着� ahs

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金
の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご注意は弊
社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の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。なお、キャンセルされた場合は割引適用前の旅行
代金に対して通常のキャンセル料がかかります。

趣を凝らしたアマン京都のアフタヌーンティー
（実費となります）

鷹庵でのお食事（イメージ）

美肌に効果のあると言われるアルカリ性単純泉の天然温泉

狩野永徳筆『花鳥図』全景 聚光院書院に納められた千住博『滝』
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集合・日数・出発日 旅行代金

【京都駅集合・３日間】
2月14日（火）,
3月8日（水）

旅行代金：¥278,000
全国旅行支援割引：¥6,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥272,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥165,000にて承ります）


