
柳 井 支 所　22-3472 伊保庄支所　27-0008
平 郡 支 所　47-2121 伊 陸 支 所　26-0002
上 関 支 所　62-1004 平 生 支 所　56-3131

田布施支所　52-2171
大 和 支 所　48-2311

①この旅行は､JA南すおう旅行センター（山口県柳井市中央3-16-1）山口県知事登録旅行業第
2-124号、以下｢当社｣といいます。）が企画する旅行であり､この旅行に参加されるお客さまは
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。
②契約の内容・条件はコースごとに記載されている条件のほか､別途お渡しする旅行条件書（全文）、
出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款募集型企画契約の部によります。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払い
いただきます。
●旅行代金に含まれるもの　
旅行日程に明示した運送機関の運賃･料金（この運賃・料金には､運送機関の課す付加運賃･料金
(原価の水準の異常な変動に対応するため､一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行
者に一律に課せられるものに限ります。以下同様とします。）を含みません。）宿泊費､食事代､旅
行取扱料金および消費税等諸税。上記費用はお客様のご都合により､－部利用されなくても払い

戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれていないもの（一部例示）
旅行中の個人諸費用（お客さまご自身の電報電話料､ホテルの小物代､追加飲食料、運送機関の
定める有料手荷物料､心付等）、運送機関の課す付加運賃・料金

●旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても､天災地変､戦乱､暴動､運送･宿泊機関等の旅行サービス
提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供､官公署の命令など､当社の関与し
得ない事由により､旅行日程､旅行サービス内容その他､旅行契約の内容を変更することがあり
ます。
●旅行代金の変更
当社は利用する運送機関の適用運賃･料金が、「旅行条件の基準」に定める基準日以降に改定さ
れた場合は、旅行代金を変更することがあります。

本旅行は次の条件に基づきます。
旅行要件（要旨）　※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申込み下さい。

※その他の旅行条件は、上記によるほか、別途お渡しする取引条件説明書面、確定書面（最終旅行日程表）、及び当社募集型企画旅行約款によります。

●取消料／お客さまは一定の場合を除き以下に定める取消料をお支払いただくことにより旅行契約を解除できます。

※出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。※オプショナルプランおよび宿泊等各種割増料金も上記料率に
よる取消料が利用日を基準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100％となります。
●この旅行条件は平成28年10月14日を基準としております。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取消料
（お一人様）

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
100％無　料

取消日
①
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）

②
20日目にあたる
日から8日前まで
の解除

③
7日目にあたる日か
ら3日前までの解
除[④～⑥を除く]

④
旅行開始日の前
日の解除

⑤
旅行開始日の当
日の解除
[⑥を除く]

⑥
旅行開始後の解
除または無連絡
不参加

●悠々倶楽部についての
　お問い合わせ・お申込みは

●JA事業に関するお問い合わせは ●旅行企画・実施

TEL.0820(22)9786
JA南すおう悠々倶楽部

山口県柳井市中央三丁目16番1号

年金のお受取りはJAで!!

TEL.0820(22)3922

JA南すおう旅行センター
山口県知事登録旅行第2-124号

総合旅行業務取扱管理者/西川佳男　一般社団法人　全国旅行業協会　正会員

山口県柳井市中央三丁目16番1号

〈営業時間〉8:30～17:00（平日のみ）

旅行実施日 平成29年1月18日（水）～19日（木）
旅 行 代 金 大人お１人様（４名様以上利用の場合）

２名１室利用の場合　お一人様　3,０００円追加
３名１室利用の場合　お一人様　２,０００円追加
（ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください）

会員の方

一般の方

募 集 人 員 9０名様（最少催行人員３0名様）
申　込　金 10，０００円（旅行代金に充当します）

（但し、定員になり次第締め切ります）
申込締切日 平成２8年12月16日（金）

添　乗　員 同行いたします
食 事 条 件 朝食1回・昼食2回・夕食2回
利用予定ホテル 鳥羽／戸田家

豊受大御神をお祀りしています。お名前の｢うけ｣は食物のことで、食物・
穀物を司る神です。このことより衣食住、広く産業の守護神としてあがめ
られています。

天保元（1830）年創業の老舗温泉旅館。ホテルからは鳥羽湾を一望でき、窓から見える景
観の美しさは格別です。男女あわせて13湯・足湯2湯の風流野天風呂の湯亭が大人気です。

46,800円（税込）
49,800円（税込）

豊受大神宮外宮

鳥羽 /戸田家

旅ＩＮＧの
会員でＪＡ総合ポイント
カードをお持ちの方は、
旅行終了後翌月15日まで
にポイントを付加させ
ていただきます。　　　

皇室の御祖神・天照大御神を祀るわが国で最も尊いお宮です。2000年前か
ら変わらない唯一神明造の御正宮にお参りすれば、身も心も落ち着き清々
しい気分に包まれます。

古くから「お多賀さん」の名で親しまれる滋賀県第一の大社です。
生命（いのち）の親神様であることから、古く「延命長寿・縁結び・厄除
け」の神様として信仰を集め、鎌倉時代から江戸時代にかけては、武家や
民衆にも信仰が広まり、多賀大社の分祀社は全国239社を数えます。

皇大神宮内宮

多賀大社

南すおう管内 ＝＝＝＝＝  徳山駅 ＝＝＝＝＝  新大阪駅 ＝＝＝＝＝  吹田ＩＣ ＝＝＝＝＝＝＝  

 ＝＝＝＝  彦根ＩＣ ＝＝＝＝＝＝  レストランハイウェー ＝＝＝＝＝＝  彦根城 ＝＝＝＝＝  

 ＝＝＝＝＝＝  多賀大社 ＝＝＝＝＝＝＝  湖東三山ＩＣ ＝＝＝＝＝＝＝  鳥羽

ホテル ＝＝＝＝  大漁水産 ＝＝＝＝＝  二見浦・夫婦岩 ＝＝＝＝＝  伊勢神宮（外宮） ＝＝  

 ＝＝＝＝  伊勢神宮（内宮）・おかげ横丁 ＝＝＝＝  伊勢西ＩＣ ＝＝＝  吹田ＩＣ ＝＝＝  

 ＝＝＝＝＝＝  新大阪駅 ＝＝＝＝＝＝  徳山駅 ＝＝＝＝＝＝  南すおう管内

昼食

参拝②

参拝③・昼食・お買い物

お買い物 観光

観光

のぞみ6号

のぞみ47号

参拝①

6:00頃 7:50 9：34

8:15 8:30/9:00 9:15/10:15 10:40/11:20

18:42 20:26 21:30頃

11:30/14:30

11:50/12:50

14:15/15:00 17:40頃

13:00/14:00

朝：×
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：弁

1
日
目

2
日
目

※コース時間は天候・交通機関などの都合により変更になる場合があります。
※写真は全てイメージです。

JA南すおう 悠々倶楽部

日本のこころのふるさとをお参りしてみませんか
新春お伊勢まいりの旅

2日間

とようけだいじんぐうげ くうとようけだいじんぐうげ くう

こうたいじんぐうないくう



JA南すおう 悠々倶楽部 2日間

2017年が皆様にとって良い年になりますように……

旅行実施日 平成29年1月11日（水）～12（木）
旅 行 代 金 大人お１人様（４名様以上利用の場合）

２名１室利用の場合　お一人様　４,０００円追加
３名１室利用の場合　お一人様　２,０００円追加
（ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください）

会員の方

一般の方

募 集 人 員 90名様（最少催行人員３0名様）
申　込　金 6，０００円（旅行代金に充当します）

（但し、定員になり次第締め切ります）
申込締切日 平成２8年12月16日（金）

添　乗　員 同行いたします
食 事 条 件 朝食1回・昼食2回・夕食1回
利用予定ホテル 天ヶ瀬温泉/みるき～すぱサンビレッヂ

太宰府天満宮は、菅原道真公の御墓所の上にご社殿を造営し、その御神霊
を永久にお祀りしている神社です。「学問・至誠・厄除けの神様」として、
日本全国はもとより広く世のご崇敬を集め、年間に約700万人の参拝者が
訪れています。

豊後三大温泉のひと
つ天ヶ瀬温泉の高台
に佇むサンビレッヂ
は、源泉掛け流しの
豊富な湯量で露天風
呂・打たせ湯・混浴
などをお楽しみいた
だけます。

筥崎宮は筥崎八幡宮とも称し、宇佐、石清水両宮とともに日本三大
八幡宮に数えられます。応神天皇を主祭神とし、神功皇后と玉依姫
命を配祀する八幡宮です。

福岡（博多）の筑前國一之宮 住吉神社。
住吉神社は全国に2,129社ありますが、中でもこの福岡の住吉神
社は、1800年以上前に建てられた日本最初の住吉神社とされて
います。

恒例

26,800円（税込）
29,800円（税込）

太宰府天満宮

筥崎宮

住吉神社

天ヶ瀬温泉 /
みるき～すぱサンビレッヂ

旅ＩＮＧの
会員でＪＡ総合ポイント
カードをお持ちの方は、
旅行終了後翌月15日まで
にポイントを付加させ
ていただきます。　　　

南すおう管内 ＝＝＝＝＝＝＝  最寄りＩＣ ＝＝＝＝＝＝＝  福岡ＩＣ ＝＝＝＝＝＝＝＝  

 ＝＝＝＝＝＝  筥崎宮 ＝＝＝＝＝＝＝＝  住吉神社 ＝＝＝＝＝＝＝＝  福岡市内 ＝＝＝＝＝

 ＝＝＝＝  太宰府天満宮 ＝＝＝＝＝  石村萬盛堂 ＝＝＝＝＝＝  筑紫野ＩＣ ＝＝＝＝

 ＝＝＝＝＝＝  日田ＩＣ ＝＝＝＝＝＝  天ヶ瀬温泉 

ホテル ＝＝＝＝＝＝  夜明けの里カメミツ ＝＝＝＝＝＝  旧豊後森機関庫 ＝＝＝＝＝  

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  別府ＩＣ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  べっぷ海鮮市場 ＝＝＝＝＝＝＝＝

 ＝＝＝＝＝＝  安心院こて絵散策 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝  安心院葡萄酒工房 ＝＝＝＝＝＝

 ＝＝＝＝＝＝＝  安心院ＩＣ ＝＝＝＝＝＝  最寄りＩＣ ＝＝＝＝＝＝  南すおう管内

昼食参拝②

参拝③

健康講座・お買い物 観光

昼食

観光 お買い物

参拝①

お買い物

6:00頃 7：00

8:30 9:00/10:00 10:50/11:30

13:50/14:30 14:40/15:20

12:15/13:15

11:15/11:55

13:35/14:45 14:50/15:20

10:25/11:05 12:15/13:15

17:00頃

19:30頃18:40

朝：×
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：×

1
日
目

2
日
目

※コース時間は天候・交通機関などの都合により変更になる場合があります。
※写真は全てイメージです。


