
＜ロイヤルロード銀座 名古屋店企画＞

1泊目〈神奈川県・横浜市内〉

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
洋室(ザ・カハラ グランドハーバービュー ツイン 50㎡)

世界の名門リゾートとして愛される「ザ・カハラ」。“クリスタル
モダン”をデザインコンセプトに、現代の美意識とホスピタリティ
が融合した、新たなおもてなしのときをお過ごしください。

2泊目〈静岡県・修善寺温泉〉 柳生の庄
和室(8畳＋6畳 檜内風呂付) または

露天風呂付和室(12畳＋6畳または8畳＋4.5畳）
※客室の造りはお部屋ごとに異なります。

※客室にベッドのご用意もできます(ご希望に添えない場合があります)。

周囲を竹林に囲まれた、日本建築の粋を究めた数奇屋造りの全15室の
宿です。「美肌の湯」として知られる修善寺温泉の柔らかなお湯と、
１品ずつ提供される四季の彩あふれる懐石料理をお楽しみください。

おもてなしの宿で寛ぎのひとときを

ロビー 露天風呂「つうの湯」

ミクニ伊豆高原 内観 ミクニ伊豆高原 料理(イメージ)

スケジュール

12/10

(土)

※ご自宅から1日目の宿泊先まで、または最終宿泊先からご自宅までのいずれか1回、お手荷物の無料宅配を承ります（お一人様につきおひとつ）

名古屋駅（8:00～9:00発） ■□■ （東海道新幹線のぞみグリーン車） ■□■ 新横浜駅 ――― ◎建長寺（鎌倉五山第一位）

―― 昼食/鎌倉御代川(精進料理) ―― ○鶴岡八幡宮 ・・・ ◎鎌倉殿の13人 大河ドラマ館 ――― 横浜（16:30頃）（泊）

※夕食チョイス ホテル内レストランにてイタリア料理または鉄板焼き

（鉄板焼きの場合、追加代金4,000円が必要です。また、席数には限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。）

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜【泊】 食事：朝× 昼○ 夕○

12/11

(日)

ホテル(9:00頃発) ――― ●横浜車窓観光 ――― ◎岡田美術館（日本・中国・韓国を中心とする古代から現代までの陶磁器や

絵画などを展示） ――― 昼食/富士屋ホテル（ビーフカレーコース） ――― ○箱根神社（関東総鎮守箱根大権現と尊崇されてきた

名社） ――― 修善寺温泉（16:00頃)（泊） 柳生の庄【泊】 食事：朝○ 昼○ 夕○

12/12

（月）

ホテル(10:00頃発) ――― ○浄蓮の滝 ――― ◎伊豆パノラマパーク（碧テラス） ――― 昼食/ミクニ伊豆高原（シェフ三國

清三氏がプロデュースし、建築家・隈研吾氏が設計を手掛けたレストランにて地中海料理のコース） ――― 熱海駅 ■□■ （東海道新幹線

ひかりまたはこだまグリーン車） ■□■ 名古屋駅（17:30～18:30着） 食事：朝〇 昼○ 夕×

凡例：■□■ 新幹線 ――― バス ・・・ 徒歩 ◎入場観光 〇下車観光 ●車窓観光
※行程・時間は道路状況・気象状況・新型コロナウィルスの影響により変更になる場合があります。

露天風呂付和室 お部屋の一例

2020年9月に横浜みなとみらいに開業した「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜」と、伊豆・修善寺温泉の名旅館「柳生の庄」に

ご宿泊いただきます。2022年大河ドラマの舞台鎌倉と、箱根、伊豆をバスで周遊します。ご昼食は1日目は精進料理、2日目は

富士屋ホテルでビーフカレー、3日目はミクニ伊豆高原で地中海料理と、お食事内容にもこだわったコースです。

ツアーのポイント

【名古屋駅出発・解散】 全10席のラグジュアリーバス＜ロイヤルロード・プレミアム＞で行く

～伊豆の名旅館「柳生の庄」に泊まる～

鎌倉・箱根・伊豆周遊3日間
旅行期間：2022年12月10日(土)～12月12日（月） 2泊3日

岡田美術館 3階展示室(イメージ)

お部屋の一例



契約解除の日 取消料

１）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１日目
にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目)

無料

２）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２０日目
にあたる日以降の解除（３～６を除く）

（日帰り旅行にあっては10日目)（3～6を除く)

旅行代金の２０％

３）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目
にあたる日以降の解除（４～６を除く）

旅行代金の３０％

４）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％

５）旅行開始当日の解除（６を除く） 旅行代金の５０％

６）旅行開始後、または無連絡不参加 旅行代金の１００％

 

国内 募集型企画旅行ご旅行条件（要約） ＊お申し込みの際は必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

■募集型企画旅行契約：この旅行は、(株) JTB(東京都品川区東品川2-3-11 観光庁
長官登録旅行業第64号 以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅
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。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機
関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といい
ます。）の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。旅
行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程
表と称する確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます。）及び、当社旅行業約款募集
型企画旅行の部（以下「当社約款」といいます。）によります。
■ 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社所定の事項をお申し出のうえ、お申込金おひとり様ご旅行代金の20％以上を添え
てお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いの際差し引かせて頂きます。(2)
当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを
受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約
の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込金の支払いをしていただき
ます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申込みはなかったもの
として取り扱います。
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。
■ 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１３日
目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払
いいただきます。またお客様が当社が発行する又は提携カード会社のカード会員である
場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくこと
があります。この場合のカード利用日はお客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日
といたします。

■ 旅行契約の解除・払い戻し：お客様はパンフレットに記載した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ことができます。ただし契約解除のお申し出は、
当社の営業時間内にお受けします。

■ 「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件：当社提携クレジットカード会員（以下
「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こ
と（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは
以下の点で異なります。（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承
諾通知を発信したとき（Eメール等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に
到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただ
きます。 （２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき
日をいいます。

■ 旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（特に記載がないかぎり航空機はエコノミー
クラスとなります。）宿泊費、食事代、入場代、拝観料および消費税等諸税 （2）添乗員同行
コースの同行費用（3）その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの＊
上記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戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの 前項（1）～（3）のほかは旅行代金に含まれません。
■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募
集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中急激かつ
偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以
下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円 ・入院見舞金：２～２０万円 ・通院見舞金１～５万円 ・携行品損
害補償金：お客様１名につき１５万円を上限（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とし
ます）
■個人情報の取扱について
（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につい
て、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行
サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行
契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先
の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいた
パンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、
お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁
的方法等で送付することにより提供いたします。（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事
故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。
この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社
が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販
売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。（3）その他、個人情報
の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、
当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。株式会社JTBお客様相談
室 〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
■ 旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件書は2022年8月1日を基準としています。又ご
旅行代金は2022年8月1日現在の有効な運賃・規則として算出しています。

旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。（但し成立日が旅行開始日から１４日
目にあたる日より前の場合は「１４日目（休業日にあたる場合は翌営業日）とします。）また
取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行
代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を
解除依頼日の翌日から起算して７日間以内をカード利用日として払い戻します。） （３）与
信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社
は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし当社が別途
指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はその限りではあ
りません。

●旅行企画・実施 ●お申し込み・お問い合わせ

◎行程中のご案内について 添乗員は毎日の検温と手指のこまめな消毒を実施、またツアー中にマスクを着用します。3密（密閉・密集・密接）を避け、ソーシャルディスタンスを確保したツアー行程の管理に努めます。
◎宿泊施設、食事個所について 施設内のこまめな除菌・清掃・換気に加え、従業員の検温、マスクの着用、うがいや手指の消毒の励行、体調管理の徹底を要請します。

利休鍋（イメージ）

観
東洋の美を楽しむ

岡田美術館
食

約5,000㎡と箱根随一の屋内展
示面積を誇り、日本・東洋を中
心とする絵画や陶磁器を常時約
450点展示しています。日本と
アジアの壮麗な美の歴史をお楽
しみください。

３日目のご昼食はレストラン
「ミクニ伊豆高原」でご用意
いたしました。地産地消にこ
だわった、伊豆高原でしか味
わうことのできない地中海料
理の数々をご堪能ください。

伊豆半島の海と大地を

味わう旬のお食事

■旅行代金（大人おひとり様あたり）

２泊目：柳生の庄
お部屋タイプ

２名様１室 １名様１室

和室 420,000円 490,000円

露天風呂付和室 428,000円 -

※新横浜駅合流・熱海駅離団の場合 上記代金より26,000円引き

■最少催行人員：6名様（最少受付人員1名様/定員10名）

■食事条件：朝2回 昼3回 夕2回

■添乗員：1日目の名古屋駅から3日目の名古屋駅まで1名同行します

■宿泊：1泊目〈神奈川県・横浜市内〉ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

洋室(ツイン)

2泊目〈静岡県・修善寺温泉〉柳生の庄

和室または露天風呂付和室

■利用バス会社：㈱フジエクスプレス（ロイヤルロード・プレミアム）

■プランコード：1GGZR00-0

募集要項

［10名乗り・化粧室付］ラグジュアリーバス ロイヤルロード・プレミアム

大型バスをわずか10席(※)にレイアウトした贅沢な空間と、“全席窓側
且つ通路側”に面した設計で、車窓観光も車内移動も気兼ねなくお楽
しみいただけます。また、化粧室付で長距離移動も安心です。
※乗務員・添乗員席を除く

ロイヤルロード・プレミアム外観

“ファーストクラスの乗り心地”

ロイヤルロード・プレミアム

車内
車内プラズマクラスターを搭載し、エアコン外気導入モードを取り入れ、おお
むね5分で車内の空気を入れ替えています。走行中は常に空気を循環させるため、
清潔な空気を保ちます。

ミクニ伊豆高原 料理(イメージ)岡田美術館 外観

ツアーのポイント

車内設備化粧室

Administrator
新規スタンプ


