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　様々な支援を使い、東京にある各国料理の名店を楽しむ「トラベル・レストラン」。お陰様で、昨年の７月と10月および今年２月
下旬から３月上旬にかけて開催したところ、満席の会場が大半、場合によってはキャンセル待ちを承るほど、人気のイベントとなり
ました。皆様方のご期待にお応えすべく、3月下旬にも実施する運びとなり、このたびは、神奈川県にも範囲を広げて開催します。
前回同様に、歴史ある建物や有名シェフによる人気のレストランを選定しております。
　全国旅行支援を利用し、各国の味と海外の雰囲気を、よりリーズナブルにお楽しみください。お食事後には、旅のご紹介もさせ
ていただきます。この機会に海外の雰囲気を気軽に味わっていただけたら幸いです。なお、補助は補助金がなくなり次第終了とな
ります。お早目のお申込みをお待ち申し上げます。

トラベル・レストラン in 東京&湘南 【1日間】

全国旅行支援　「ただいま東京プラス」＆「いざ、神奈川！（第2弾）」対象ツアー

【大切なご案内　必ずご一読ください】　
・集合場所より公共交通機関(地下鉄・JR)と徒歩にてレストランに移動します。現地集合、途中退席や現地解散はできません。予めご了承ください。
・日帰りツアーとなるため、旅行代金は弊社が指定する日時までにご入金いただきます。またお取消された場合は規定のお取消料が発生します。
・この割引を適用させるため、ご集合時に「新型コロナワクチンを３回以上接種済の証明書」および運転免許証や健康保険証等の「身分証明書」をご提示いただきます。ご提示いただけない
場合は旅行支援が受けられず、割引前の旅行代金となりますのでご注意ください。
・お飲み物代は実費を現地にて直接お支払いください。
・尚、電子クーポンに関しては、スマートフォンでの受け取りとなりますので、当日スマートフォンをご持参ください。

大好評！　都内で楽しむ海外

10：45発 ワールド航空サービス東京支店D11:30頃 バスク料理『エネコ東京』
D14：15着ワールド航空サービス東京支店解散
■最少催行人員：8名様　■食事：朝食0回、昼食1回、夕食0回　■添乗員：ワールド航空サー
ビス東京支店ご出発時からワールド航空サービス東京支店ご到着時まで同行します。
■利用予定交通機関：東京メトロ日比谷線

出発日・旅行代金 1日間
【開催日】 3月23日（木）　10：45～ 14：15  旅行代金 ¥24,000

別途地域クーポン：¥2,000（電子クーポン）
全国旅行支援￥3,000引き ⇒ お支払い実額 ¥21,000

【ワールド航空サービス東京支店（日比谷）集合】

伝統的なバスク料理を、新しい素材や調理技法で独創的に表現する、国内最年少で
3ツ星シェフとなった「アスルメンディ」のエネコ・アチャ氏。アスルメンディはスペイン・
バスク地方のビルバオ郊外に位置し、「世界のベストレストラン50」でも常連の世界が
注目するレストランです。彼が手掛ける芸術的なバスク料理を、六本木に佇む一軒家
レストランにてお楽しみください。

トラベル・レストラン・プレミアム in 六本木　バスク料理『エネコ東京』
全国旅行支援「ただいま東京プラス」対象ツアー　予約困難なレストランをご用意　20名様限定

エネコ・アチャ氏と「エネコ東京」の磯島仁シェフ

伝統的なバスク料理を、新しい素材や調理技法で独創的に表現した、エネコ東京の料理は、
芸術品そのもの（イメージ）
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■各コース共通の旅行条件　■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=自動車

11：00発 ワールド航空サービス東京支店D11:30頃 イタリア料理『トラットリア・
クレアッタ』D14：15着 ワールド航空サービス東京支店解散
■最少催行人員：25名様　■食事：朝食0回、昼食1回、夕食0回　■添乗員：ワールド航空
サービス東京支店ご出発時からワールド航空サービス東京支店ご到着時まで同行します。
■利用予定交通機関：東京メトロ千代田線

出発日・旅行代金 1日間
【開催日】 3月24日（金）　11:00 ～ 14：15  旅行代金 ¥6,000

別途地域クーポン：¥2,000（電子クーポン）
全国旅行支援￥1,200引き ⇒ お支払い実額 ¥4,800

【ワールド航空サービス東京支店（日比谷）集合】

ローマの3ツ星シェフ、ハインツ・ベック
氏が手掛ける大手町にあるモダン
イタリアン「トラットリア・クレアッタ」。
吹き抜けの高い天井と濠を見渡す大
きな窓の開放的な空間にて、たっぷり
と注がれる自然光が、天才シェフが手
掛けるアートともいうべき料理の美し
さを更に引き立てます。

トラベル・レストラン in 大手町
イタリア料理『トラットリア・クレアッタ』

【大切なご案内　必ずご一読ください】　
・集合場所より公共交通機関(地下鉄・JR)と徒歩にてレストランに移動します。現地集合、途中退席や現地解散はできません。予めご了承ください。
・日帰りツアーとなるため、旅行代金は弊社が指定する日時までにご入金いただきます。またお取消された場合は規定のお取消料が発生します。
・この割引を適用させるため、ご集合時に「新型コロナワクチンを３回以上接種済の証明書」および運転免許証や健康保険証等の「身分証明書」をご提示いただきます。ご提示いただけない
場合は旅行支援が受けられず、割引前の旅行代金となりますのでご注意ください。
・お飲み物代は実費を現地にて直接お支払いください。
・尚、電子クーポンに関しては、スマートフォンでの受け取りとなりますので、当日スマートフォンをご持参ください。

※料理の写真はすべてイメージです。

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確定書面（最終旅行日程表）によります。
●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受
理した時に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金
額」と「追加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●取消料について
　※「旅行代金」とは「お支払い対象旅行代金」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

ご旅行条件は、2023年2月20日現在の運賃・料金を基準としております。　

つでも旅行契約を解除することができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り
旅行にあっては10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（旅行開始前）……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％
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全国旅行支援「ただいま東京プラス」対象ツアー
予約困難なレストランをご用意　34名様限定

11:00発 JR飯田橋駅東口改札前D11:30頃 スペイン料理『小笠原伯爵邸』。食後、
小笠原伯爵邸の見学D14:00着 JR飯田橋駅解散
■最少催行人員：25名様　■食事：朝食0回、昼食1回、夕食0回　■添乗員：飯田橋駅ご出発
時から飯田橋駅解散時まで同行します。　■利用予定交通機関：都営地下鉄大江戸線

出発日・旅行代金 1日間
【開催日】 3月29日（水）　11:00 ～ 14:00  旅行代金 ¥12,000

別途地域クーポン：¥2,000（電子クーポン）
全国旅行支援￥2,400引き ⇒ お支払い実額 ¥9,600

【JR飯田橋駅東口改札前集合】

新宿区河田町に、瀟洒な洋館が
あります。昭和初期に小笠原長幹
伯爵の邸宅として建てられたス
パニッシュ様式の館は、75年の
時を経て2002年6月に甦りまし
た。小笠原伯爵邸の内部見学と
ともに、シェフ自慢の米料理やイ
ベリコ豚の希少部位のメイン
コースをお召し上がりください。

トラベル・レストラン in 新宿
スペイン料理『小笠原伯爵邸』 見学付き

全国旅行支援「ただいま東京プラス」対象ツアー
ご好評につき再設定　28名様限定

11：30発 大船駅D12:00頃 スペイン料理『アンチョア』D14:30着 大船駅解散
■最少催行人員：12名様　■食事：朝食0回、昼食1回、夕食0回　■添乗員：大船駅ご出発時
から大船駅ご到着時まで同行します。　■利用予定交通機関：JR横須賀線

出発日・旅行代金 1日間
【開催日】 3月17日（金）　11：30～ 14:30  旅行代金 ¥7,500

別途地域クーポン：¥2,000（電子クーポン）
全国旅行支援￥1,500引き ⇒ お支払い実額 ¥6,000

【大船駅集合】

代々木八幡で人気店だった
レストラン「アルドアック」を
クローズさせ、『海の近くで
やりたかった』と2021年鎌
倉に移転。鎌倉でも瞬く間
に人気店へ。酒井シェフが
手掛けるスペイン各地の
郷土料理をモダンに昇華
させたコース料理をお楽し
みください。

トラベル・レストラン in 鎌倉
スペイン料理『アンチョア』

全国旅行支援「いざ、神奈川！（第2弾）」対象ツアー
満を持して神奈川県でも開催　15名様限定

11:00発 藤沢駅D12:00頃 イタリア料理『イルマーレ』D 14：45着 藤沢駅解散
■最少催行人員：12名様　■食事：朝食0回、昼食1回、夕食0回　■添乗員：藤沢駅ご出発時
から藤沢駅ご到着時まで同行します。　■利用予定交通機関：JR東海道線

出発日・旅行代金 1日間
【開催日】 3月23日（木）　11:00 ～ 14:45  旅行代金 ¥9,000

別途地域クーポン：¥2,000（電子クーポン）
全国旅行支援￥1,800引き ⇒ お支払い実額 ¥7,200

【藤沢駅集合】

小田原漁港の程近い場
所、完全予約制の小さな
レストラン「イルマーレ」は
「TRAIN SUITE四季島」で
も立ち寄るほどの名店で
す。その日仕入れた最高
の魚介を中心とした食材
で、小田原イタリアンの
コース（＋ワンドリンク付）
をお楽しみいただきます。

トラベル・レストラン in 小田原
イタリア料理『イルマーレ』

全国旅行支援「いざ、神奈川！（第2弾）」対象ツアー
満を持して神奈川県でも開催　15名様限定
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