
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。　

渥美半島伊良湖岬の手前にある昭和元年創業の料理旅館「和味
の宿 角上楼」に宿泊します。
三方を海に囲まれた渥美半島
は魚介類の豊富な水揚げを誇
る地域で、とくに天然とらふ
ぐの好漁場として知られます。
今回はこの旅館で、このとら
ふぐを使ったコース料理をお
召し上がりいただきます。

天然とらふぐ料理と志摩の食材を使ったフレンチを堪能

愛知・三重

渥美半島、伊良湖岬の風景

天然とらふぐのコース料理（イメージ）

昭和元年創業の料理旅館「和味の宿 角上楼」の外観

太平洋に突き出た渥美半島から志摩半島へ、車窓から美し
い海や自然風景を望み、各地の旬の海の幸や名ホテルでの
宿泊を楽しむツアーです。渥美半島の先端、伊良湖岬の手
前にある料理旅館「和味の宿 角上楼（なごみのやど かくじょう
ろう）」では、名物の天然とらふぐを使ったコース料理をご用意。
志摩では英虞（あご）湾を望む賢
島（かしこじま）の高台にある国際
的ホテル「志摩観光ホテル ザ ク
ラシック」に宿泊し、伊勢志摩の
食材を使ったフレンチを味わいま
す。

こだわりの宿

「角上楼」の展望大浴場

こだわりの宿

裏面もご覧ください

和味の宿 角上楼
ツアープランナーより

旬を味わう　角上楼と志摩観光ホテルの旅 3日間

渥美半島の料理旅館で天然とらふぐ料理を味わう

豊橋

鳥羽

名古屋駅

伊勢 伊良湖・角上楼
（1泊）
志摩観光ホテル
（1泊）

愛知県

三重県
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志摩のブランド「的矢かき」を味わう

2000年の歴史をもつ伊勢神宮

菜の花の美しい渥美半島をドライブ

志摩の海では多くの海産物が取れますが、なかで
も的矢湾の「的矢かき」は世界的ブランドとして知
られます。紫外線殺菌した海水シャワーを約20時
間浴びせる独自の無菌浄化システムと、 殻いっぱ
いに詰まったふくよかで甘みのある味が特長です。『古事記』、『日本書紀』にも記され、2000年

の歴史を持つ日本の聖地・伊勢神宮。旅の
最後は伝統に即し、伊勢神宮参拝前の祓い
清めの地であった二見が浦に立ち寄り、翌
日に伊勢神宮外宮、内宮の順に参拝いたし
ます。

　2月から3月の渥美半島
は合計1千万本を超える
菜の花が至る所に咲き乱
れる日本屈指の菜の花の
名所として知られていま
す。豊橋から伊良湖岬ま
でをドライブし、美しい
菜の花スポットも訪れま
す。

■最少催行人員：10名様　■食事：朝食2回、昼食2回、夕食2回
■添乗員：豊橋駅ご集合から近鉄名古屋駅解散まで同行します。
■ホテル：伊良湖／和味の宿 角上楼（和室または和洋室または洋室のいずれか
となります。) 志摩／志摩観光ホテル ザ クラシック(洋室)志摩観光ホテル 敷
地内にある3つあるホテルのうち、今回は昭和を代表する建築家・村野藤吾氏の
設計による「ザ クラシック」に宿泊します。1969年創業の歴史をもち、2016
年にG7伊勢志摩サミットの会場にもなったことで世界的にも知られます。
■利用予定バス会社：オーワ観光バス、又は同等クラス

志摩のブランド「的矢かき」（イメージ） ©伊勢志摩観光コンベンション機構伊勢神宮の外宮

伊良湖の菜の花（イメージ）

�◯渥美半島の料理旅館でとらふぐのコース
料理を味わいます。

�◯志摩では英虞湾を望む名門ホテルでフラ
ンス料理をご用意。

��◯約二千年の歴史を持つ伊勢神宮や繋が
りの深い伊良湖神社を訪れます。

ここにご注目  旅のポイント

英虞湾に抱かれた
名門ホテルで極上フレンチを
志摩では英虞湾を望む賢島にある名門
ホテル「志摩観光ホテル」に宿泊します。
ホテル敷地内のレストラン「ラ・メール 
ザ クラシック」では、伊勢志摩の海の
幸を使った、国内外から高い評価を受
けるフランス料理が味わえます。

「志摩観光ホテル」のレストランで極上のフレンチを（イ
メージ）

こだわりの宿 志摩観光ホテル

1

豊橋駅13：00集合B菜の花咲く渥美半島（注）B伊良湖
早めに「和味の宿 角上楼」へチェックイン。
この時期限定の天然とらふぐをたっぷり使った「極上コー
ス」をお楽しみいただきます。
� （伊良湖：角上楼泊）ssy

2

伊良湖09：30発（○伊良湖神社）F伊勢湾フェリーF鳥
羽B伊勢（途中、○夫婦岩へ。ご昼食は、旬の的矢かき
をご用意しました）B賢島（志摩）　早めにホテルにチェック
イン。夕食はホテル内のフレンチ「ラ・メール ザ クラシック」に
て伊勢志摩の食材を使ったお食事をお楽しみください（人
気の「あわびのステーキ」も楽しむフルコースをご用意）。
� （志摩：志摩観光ホテル泊）ahy

3 賢島B伊勢神宮の●外宮、●内宮へB伊勢市駅15：17
発D名古屋駅16：37着� ahs

（注）例年の花の見頃に合わせてツアーを設定しておりますが、気象状
況により見頃は変動します。ご了承ください。
※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。

■往路豊橋までの参考交通機関
【東京駅】東京駅10:33発（ひかり639号新大阪行）D豊橋駅11:53着
【新大阪駅】新大阪駅11:18発（ひかり648号東京行）D豊橋駅12:50着

志摩観光ホテル

集合・日数・出発日 旅行代金

【豊橋駅集合・3日間】
3月6日（月）,
3月13日（月）

旅行代金：¥198,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥188,000

（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）
角上楼・露天風呂付き客室　1室あたり追加代金：￥20,000


