
広島県に行くなら、ぜったいお得！
広島県内の食事+入場+宿泊がすべて割引対象！

ＧｏＴｏトラベルキャンペーンとの併用でお得に旅を楽しみましょう！

お申し込みは 名鉄観光サービス㈱ 山陰営業所 まで

TEL：0８５２-６０-７００1 Mail :sanin@mwt.co.jp

■社内研修■リモートワーク施設の斡旋■ワーケーションのご提案 などもお気軽にご相談ください。

山陰営業所の
店舗案内はこちら！

●旅行をご予定の方は、別途見積作成の上、割引額を算出します。
日時・人数・ご予算・行先をお気軽にお問合せ下さい。

旅行代金【例】

お一人様 ２０，０００円の場合
↓

お支払い実額 ３，０００円に！

大人

旅行代金 ２０，０００円

広島県誘客促進事業
（支援額）

１０，０００円

ＧｏＴoトラベルキャンペーン
（支援額）

７，０００円

お支払い実額 ３，０００円



お申し込みは 山陰営業所 担当 新田・酒葉・栗栖 まで

TEL：0852-60-7001 
Mail : :sanin@mwt.co.jp

山陰営業所の
店舗案内は
こちら！

●ＧｏＴｏトラベルキャンペーン
との併用ができます。

『広島県誘客促進支援事業』

③団体旅行・グループ旅行・個人旅行の
日帰り旅行及び１泊以上の旅行が補助の対象です。

①この『広島県誘客促進支援事業』の補助金は、
旅行会社での申込により、補助となります。

②広島県内の宿泊施設、食事施設、有料の観光施設を利用
することが条件です。

＊ご注意：JR･高速ﾊﾞｽ･商品券･ｸｵｶｰﾄﾞ等は対象外です。



ご旅行条件(要約) ※この書面は、旅行業法第12条の4に定める旅行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になります。
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

この旅行は、名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確
定書面（最終日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
●申込の方法と契約の時期
（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みください。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に契約が
成立します。電話、郵便、FAX、インターネット等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以
内に申込み手続をお願いします。

（2）申込金は、「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
（3）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を

契約責任者が有しているとみなします。
●申込金・旅行代金のお支払い
（１）申込の際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

30,000円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円以上旅行代金まで
30,000円以上60,000円未満・・・・・・・・・10,000円以上旅行代金まで
60,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円以上旅行代金まで

（2）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日前にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日まで）にお支払いください。
●旅行代金に含まれるもの
（１）旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税。
（2）添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。
（3）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●取消料
（１）お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

●特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の
補償金及び見舞金を支払います。

●旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同
条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。

●基準日
この旅行代金は令和２年８月５日現在の運賃・料金を基準としております。

解除期日

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）にあたる日以降８日目に当たる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降前々日にあたる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

無連絡不参加及び旅行開始後

取消料（おひとり）

旅行代金の２０％

旅行代金の3０％

旅行代金の4０％

旅行代金の5０％

旅行代金の10

０％

個人情報の取り扱いについて・・・個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご確認くださ
い。

●お問い合わせ・お申込みは下記まで・・・

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での
取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの
説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱
管理者にお尋ねください。

お客様担当者（外務員） 氏名

旅行企画・実
施

〒690-0003 島根県松江市朝日町484番地16（甲南ｱｾｯﾄ松江ビル内
観光庁長官登録旅行業第55号

℡ 0852－60－7001

名 鉄 観 光 サ ー ビ ス 株 式 会 社
山 陰 営 業 所

〒690-0003 島根県松江市朝日町484番地16（甲南ｱｾｯﾄ松江ﾋﾞﾙ内）

営業時間 9:30～17:30（土･日･祝休）

総合旅行業務取扱管理者 楠
晃

山 陰 営 業 所

〇〇ー〇〇
○

■お支払い実額 お一人様（税込）

■利用交通機関（貸切ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ） ■食事条件 昼１回
■最少催行人員５名（募集人員８名）■添乗員同行なし
■昼食施設『ステーキ懐石・都 春日』

●旅行出発日
９/１９（土）・２６（土）
１０/１１（日）・１８（日）・２４（土）

8,000円
＊小人（４～１２歳）は、お子様ランチの場合、おひとり様1000円引き

旅行行程（ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ利用・昼食１回）

各地=====山陰・尾道・山陽自動車道====福山東IC===
9:00

＊本格ステーキ料理をご賞味

===【ステーキ懐石・都 春日】======鞆の浦（散策）==
12:00～13:00 13:30～15:00

==福山西IC===山陽・尾道・山陰道====各地
18:00頃

１、この旅行はGO TOトラベル事業の支援対象です。
２、旅行代金からGO TOトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお
支払い実額となります。９月１日以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金
に応じた地域共通クーポンが付与されます。
３、給付金の受領について
国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に
代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金
を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お
取消の際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。
お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。
※ご注意：「地域共通クーポン」は９月１日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行に付与されます。それ以
前の旅行には付与されません。

９／１９・２６

１０／１１・１８
・２４

総旅行代金（割引前）（a） ３０，０００円

GoToﾄﾗﾍﾞﾙ事業の旅行代金割引額（b） ７，０００円

広島県誘客促進事業の旅行代金への給付額（c) １５，０００円

地域共通クーポン（出発日が１０/１以降） ３，０００円

旅行代金お支払い額 （a―b－ｃ） ８，０００円

新しい旅のエチケットで、安心で楽しい旅行を！

●ご集合時間及び場所
お客様ご指定の場所にお迎えに参ります。

■出発日・旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり）

コロナ予防対応
・ジャンボタクシーは窓の開閉による空気洗浄と車内自動送風による換気
・乗務員のマスク着用とフェイスシールド着用・消毒液を常備、運転手席にアクリル板設置、車内消毒
・マスク1枚と除菌シートを進呈

【この商品は広島県誘客促進支援事業を活用した旅行割引プランです】

５名様からのジャンボタクシー貸切特別プラン！！

緑の樹木に囲まれた1500坪の敷地に、ゆったりとした非日常的な空間で時を忘れてゆっくり召し上がって
いただく対面調理のレストランです。

ステーキ料理の名店

【ステーキ懐石・都 春日】

日帰りグルメの旅



ご旅行条件(要約) ※この書面は、旅行業法第12条の4に定める旅行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になります。
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

この旅行は、名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確
定書面（最終日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
●申込の方法と契約の時期
（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みください。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に契約が
成立します。電話、郵便、FAX、インターネット等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以
内に申込み手続をお願いします。

（2）申込金は、「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
（3）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を

契約責任者が有しているとみなします。
●申込金・旅行代金のお支払い
（１）申込の際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

30,000円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円以上旅行代金まで
30,000円以上60,000円未満・・・・・・・・・10,000円以上旅行代金まで
60,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円以上旅行代金まで

（2）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日前にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日まで）にお支払いください。
●旅行代金に含まれるもの
（１）旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税。
（2）添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。
（3）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●取消料
（１）お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

●特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の
補償金及び見舞金を支払います。

●旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同
条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。

●基準日
この旅行代金は令和２年８月５日現在の運賃・料金を基準としております。

解除期日

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）にあたる日以降８日目に当たる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降前々日にあたる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

無連絡不参加及び旅行開始後

取消料（おひとり）

旅行代金の２０％

旅行代金の3０％

旅行代金の4０％

旅行代金の5０％

旅行代金の10

０％

個人情報の取り扱いについて・・・個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご確認くださ
い。

●お問い合わせ・お申込みは下記まで・・・

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での
取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの
説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱
管理者にお尋ねください。

お客様担当者（外務員） 氏名

旅行企画・実
施

〒690-0003 島根県松江市朝日町484番地16（甲南ｱｾｯﾄ松江ビル内
観光庁長官登録旅行業第55号

℡ 0852－60－7001

名 鉄 観 光 サ ー ビ ス 株 式 会 社
山 陰 営 業 所

〒690-0003 島根県松江市朝日町484番地16（甲南ｱｾｯﾄ松江ﾋﾞﾙ内）

営業時間 9:30～17:30（土･日･祝休）

総合旅行業務取扱管理者 楠
晃

山 陰 営 業 所

〇〇ー〇〇
○

■旅行代金お支払い額 お一人様（税込）

■利用交通機関（貸切ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ） ■食事条件 昼１回
■最少催行人員５名 ■添乗員同行なし
■昼食施設『世羅ワイナリー』

●旅行出発日
９/１９（土）・２６（土）
１０/１１（日）・１８（日）・２４（土）

8,000円
＊小人（４～１２歳）は、お子様ランチの場合、おひとり様1000円引き

旅行行程（ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ利用・昼食１回）

各地=====山陰・自動車道====世羅IC===
9:00

＊昼食とショッピング ＊ダリアとガーデンマム祭 開催

===【世羅ワイナリー（昼）】====【世羅高原農場】=
11:00～12:30 13:00～15:00

==世羅IC===尾道・山陰道====各地

17:00頃

１、この旅行はGO TOトラベル事業の支援対象です。
２、旅行代金からGO TOトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお
支払い実額となります。９月１日以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金
に応じた地域共通クーポンが付与されます。
３、給付金の受領について
国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に
代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金
を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お
取消の際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。
お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。
※ご注意：「地域共通クーポン」は１０月１日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行に付与されます。それ
以前の旅行には付与されません。

９／１９・２６

１０／１１・１８
・２４

総旅行代金（割引前）（a） ３０，０００円

GoToﾄﾗﾍﾞﾙ事業の旅行代金割引額（b） ７，０００円

広島県誘客促進事業の旅行代金への給付額（c) １５，０００円

地域共通クーポン（出発日が１０/１以降） ３，０００円

旅行代金お支払い額 （a―b－ｃ） ８，０００円

●ご集合時間及び場所
お客様ご指定の場所にお迎えに参ります。

■出発日・旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり）

コロナ予防対応
・ジャンボタクシーは窓の開閉による空気洗浄と車内自動送風による換気
・乗務員のマスク着用とフェイスシールド着用・消毒液を常備、運転手席にアクリル板設置、車内消毒
・マスク1枚と除菌シートを進呈

【この商品は広島県誘客促進支援事業を活用した旅行割引プランです】

５名様からのジャンボタクシー貸切特別プラン！！

少人数の日帰りプランで、三密を避けた特別企画！

日帰り旅行


