
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、2023年1月4日現在の運賃・料金を基準としております。　

NIPPONIA竹原とTOBEオーベルジュリゾートの旅 4日間

　　　　　　 安芸から伊予へ、絶景しまなみ海道と古き町並みを楽しむ

客室は砥部焼の照明や、ベットカバーに至るまで地元アーティストのデ
ザインです(イメージ)

TOBEオーベルジュリゾートの料理（イメージ）

広島・愛媛

しまなみ海道で結ばれている安芸・伊予。それぞれ趣が異なる2つの宿に宿泊しながら、瀬戸内の絶景や歴史風情が残された
町 を々巡ります。安芸・竹原では、歴史地区に建つNIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町に宿泊。朝・夕の気ままな散策をお楽し
みください。伊予・砥部では、自然豊かな山里の湖畔に佇む全10室のTOBEオーベルジュリゾートに宿泊。砥部町の豊かな自
然景観に心打たれたオーナーが開いたこのオーベルジュでは、食材や調度品などすべて愛媛産で統一されています。上質で非
日常のひとときをお過ごしいただけます。

ツアープランナーより

湖畔に佇むTOBEオーベルジュリゾート

至福のオーベルジュに泊まる旅

裏面もご覧ください

�◯ 自然豊かな山里に佇む、美食を追求した�
”TOBEオーベルジュリゾート”に宿泊します。

�◯絶景の連続。しまなみ海道は1日かけてじっく
りドライブ。

��◯重伝建・竹原の歴史地区に泊まり、朝夕の古都
風情をあじわいます。

ここにご注目  旅のポイント

自然豊かな山里に佇む、美食を追求した
”TOBEオーベルジュリゾート”
焼き物の街、砥部の湖畔沿いにひっそりと佇む全10室のTOBEオーベルジュリゾート。
砥部町の豊かな自然景観に心打たれたオーナーが開いたこのオーベルジュでは、食材や
調度品などすべて愛媛産で統一され、ここで過ごすだけで愛媛の素晴らしさを体感する
ことができます。日常の喧騒を忘れさせてくれる癒しの空間と絶景、そして旬の食材に
舌鼓。上質な非日常のひとときをお過ごしください。

Au
be

rge Nipponニッポンの
オーベルジュ
に泊まる旅

15名様限定の旅

野菜は自家菜園から採れたてのものをご賞味ください

TOBEオーベルジュリゾートは全10室の隠れ家リゾート
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竹原の古い町並みに溶け込む「NIPPONIA HOTEL 竹原 
製塩町」に宿泊

ホテルでのご夕食(イメージ)

1

羽田空港11：00発H広島空港12：30着B○西条 (酒
蔵通りの散策)B竹原15：30着　宿泊は歴史ある建物3
棟からなるNIPPONIA HOTELです。竹原の町に暮らし
ているかのような滞在をお楽しみいただけます。日暮れ前
に竹原を歩きます。町に灯りがつき始めた頃合いが、とて
も雰囲気があります。夕食はホテルにてご用意しました。
� （竹原：NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町泊） ssy

2

竹原09：30発B○鞆の浦　「潮待ちの港」として江戸時
代に栄えた鞆の浦には、常夜燈や寺社・町家が大切に保存
されており、散策を楽しめます。昼食は、ベラビスタマリー
ナにてご用意しました。B尾道15：00着 千光寺ロープ
ウェイにて○千光寺を訪れ、尾道水道を眺望します。夕刻、
ホテルにチェックイン。 � (尾道泊） ahs

3

尾道08：30発Bしまなみ海道をドライブB生口島の港
町・瀬戸田へ。●平山郁夫美術館や○耕三寺の見学。そ
の後、大島では○亀老山展望公園を訪ね、世界初の３連
つり橋、来島海峡大橋の絶景を楽しみます。B砥部15：
30着 宿泊は、TOBEオーベルジュリゾートです。地元の
食材を使った夕食をお楽しみください。
� （砥部：TOBEオーベルジュリゾート） ahy

4

朝は静かなオーベルジュ周辺の散歩などお楽しみくださ
い。砥部10：00発B○内子（江戸時代から大正にかけて
和紙と木蝋で栄えた旧街道筋の町です。芝居小屋○内子座
もご覧いただきます）B伊予の小京都とも呼ばれる大洲

（名庭園●臥龍山荘）B松山空港17：55発H羽田空港
19：15着
ご自宅までお荷物を託送します。� ahs

※上記は日本航空利用の行程表です。その他の航空会社利用の場合は
時間が異なります。
※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。

重伝建・竹原の歴史地区に泊まり、
朝夕の古都風情をあじわいます
瀬戸内海に面する商家町である竹原・製塩町。江戸時代、入浜塩田での製塩業で富を蓄
積し、加えて廻船や酒造で繁栄しました。江戸時代の風情が残る町並みは、重伝建に指
定されています。今回お泊りいただく「NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町」は、3棟の歴
史的建物をリノベーションして快適性を備えたホテルです。歴史地区の中心に建ってお
り、宿泊するからこそ朝・夕の散策をお楽しみいただけます。

広島空港

愛媛県

広島県

NIPPONIA HOTEL 竹原 
製塩町（1泊） 尾道

（1泊）

内子大洲

松山空港

鞆の浦

TOBEオーベルジュリゾート（1泊）

亀老山展望公園
しまなみ海道

西条

※アップグレードプランのご案内
TOBEオーベルジュ（1泊）は、客室のアップグレードが可能です。
スタンダード（58㎡）⇒ スイート（77㎡） 追加代金¥25,000（1室）

■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 ： 羽田空港ご集合から羽田空港解散まで同行します。
■ホテル ： 竹原／NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町（洋室）、尾道／さくらホ
テル尾道駅前（洋室）、砥部／TOBEオーベルジュリゾート（洋室）
■利用予定バス会社 ： 伊予鉄バス株式会社または同等クラス
■利用予定航空会社 ： 日本航空、全日空（普通席）

絶景の連続。しまなみ海道は1日かけて巡ります
穏やかな海と豊かな緑、個性的な島々やアートスポットが点在し、人々を魅了する景勝
ルート「しまなみ海道」。叙情的な日本画が残る生口島の平山郁夫美術館を訪ねたり、し
まなみ海道随一の絶景スポット亀老山展望台に立ち寄ったり、1日かけてじっくりとし
まなみ海道の魅力に迫ります。

亀老山展望台から眺めるしまなみ海道の絶景

瀬戸内海を見渡すリゾートでお食事を堪能
瀬戸内の島々が浮かぶ穏やかな海を望むベラビスタマリーナでは、メインダイニング「エ
レテギア」でお食事をお楽しみいただきます。美食で名高いスペイン・バスク地方で修行
したシェフが、瀬戸内の恵みを活かした創作料理を手がけます。瀬戸内海の絶景を眺め
ながら、地産地消を感じられるひと皿をご堪能ください。

「エレテギア」お料理（イメージ） 目の前に瀬戸内海が広がる「エレテギア」のダイニング席 

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・4日間】
1月24日（火）,
2月28日（火）

旅行代金：¥258,000
全国旅行支援割引：¥15,000
別途地域クーポン：¥6,000分
⇒お支払い実額：¥243,000

（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）


