
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最少催行人員：２０名／食事条件：朝食１回,昼食２回,夕食１回／添乗員：同行しません／（NPO 法人九州地域交流推進協議会スタッフ同行）／バス運行事業者：昭和バス 

※ 宿泊は、民宿 佐倉荘、樅木山荘。１室２名～４名の和室で、お一人で参加の方は相部屋となります。 

※ 最少催行人数に満たない時は、旅行の実施をとりやめることがあります。この場合は、旅行開始日の前日から 

起算してさかのぼって 13 日目（日帰りの場合は３日目）に当たる日より前にご連絡いたします。 

■ 申込み方法  

裏面の FAX 申込用紙に必要事項を記入し、 

FAX にてお申込み下さい。 

■ イベント企画に関するお問合せ先（委託先）

NPO 法人九州地域交流推進協議会（担当：内田 ）
（TEL） 092-574-0312 または 090-7961-5855

■ 旅行企画・実施 / 申込先・お問合せ先 

（株）近畿日本ツーリスト九州 熊本支店 

観光庁長官登録旅行業第 1886 号 総合旅行業務取扱管理者 與田 雅之 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 

〒860-0806 熊本市中央区花畑町 4-7 朝日新聞第一生命ビル 11Ｆ 

（TEL）096-325-4891 （FAX）096-322-6661 

（営業日･営業時間）9:30～17:15（土・日曜日、祝日は休み） 

＜日程表＞  ※貸切バス利用 

１日目：博多駅====八代市（泊）、２日目：五木村====博多駅

 

※ 天候等の都合により、変更がある場合があります。 

熊本県と宮崎県を分かつようにそびえ、九州の脊梁(せきりょう)と呼ばれる九州中央山地。 

厳かで寛大な大自然の中で、山村文化が色濃く、歴史や民謡、 

伝説・説話なども多く残る訪れる者を魅了する地域です。 

九州中央山地の構成地域である八代市泉町の五家荘と五木村を訪ね、 

秋の紅葉と、山村文化を楽しむ 1 泊 2 日のバスツアー企画です。  

ＪＲ新八代駅 
八代の参加の方と合流 

樅木の吊橋 
上段の「あやとり橋」、 

下段の「しゃくなげ橋」。 

２つの橋が架かる 

親子橋で、五家荘の紅葉の名所です。

ヒストリアテラス五木谷（昼食）
平成 29 年にオープンした五木村の

民俗や歴史、暮らしを紹介する施設。 

施設内のキナイカフェで、 

五木村の新鮮な地元素材で 

使った「五木の山めし膳」を 

頂き、食後に施設を見学します。

左座家(ぞうざけ) 

菅原道真公の末裔が 

暮らした家跡。藁葺き屋根で 

今もなお昔の面影が残っています。 

緒方家 
壇ノ浦の戦いで 

源氏に敗れた平家。 

姓を緒方に変えた平清経の 

子孫が代々住んだ屋敷です。 

人目をしのび隠れ住んだ 

平家落人の暮らしを垣間見る 

ことができます。 

集合（１２日 7:45） 

出発（１２日 8:00） 

博多駅 

筑紫口 

解散（１３日１８:０0 頃） 

五家荘平家の里 
平家落人伝説を今に伝える 

ロマン溢れるテーマ施設です。

渓流ヴィラ（昼食） 
五木村に、今年オープンした 

ばかりの川辺川を活かした 

自然を満喫できる渓流ヴィラ 

で、ステキなランチを頂きます。 

その後は、道の駅子守唄の里 

五木で、お買い物タイムです。 

※ 写真はすべてイメージです。 

五家荘・秘境の宿 
宿泊は、佐倉荘と 

樅木山荘の２つの 

民宿で分宿します。 

どちらの宿も山里の 

伝承の味を堪能できるお宿です。 

梅の木轟の吊橋 
平成 10 年に梅の木轟の滝へ 

渡るために造られた、 

橋長 116m、 

高さ 55m の 

五家荘最長の 

吊橋です。 

出 発 日 ： 令和元年１１１１月１１２２日（火）～～１１３３日（水）  

募 集 人 数 ： ２２４４名名  

旅 行 代 金 ： １１５５,,５５００００円円    

イベント企画 ： 九州中央山地観光推進協議会、ＮＰＯ法人九州ひまわり旅ネット、ＮＰＯ法人九州地域交流推進協議会 

（1 室２名～４名の和室、バス・トイレ付き）  
（バス代、宿泊代、１泊４食（朝１回/昼２回/夜１回）、施設入場料等込み、大人／子供同額） 

集合場所 ： 博多駅 （先着順、申込締切 １１/５(火)）

＜ 行 程 ＞ 

出発 

五家荘平家の里の紅葉のイメージ

（紅葉の見どころ：11 月初旬から中旬

到着 

緒方家のイメージ

平家の里のイメージ

佐倉荘の 

夕食のイメージ 

樅木の吊橋のイメージ

梅の木轟の吊橋のイメージ

左座家のイメージ 

五木の山めし膳のイメージ 

道の駅子守唄の里 

五木のイメージ 

ヒストリアテラス 

五木谷のイメージ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふりがな  性別 年齢 
電話番号     

お申込者氏名 

（代表者） 
   

携帯番号  

ご住所 

（連絡先） 

（〒   -     ） 

緊急連絡先 （氏名）              （続柄）       （電話番号） 

同伴者 ① 
氏名  性別  年齢  電話番号  

住所 （〒   -     ）  

同伴者 ② 
氏名  性別  年齢  電話番号  

住所 （〒   -     ）  

同伴者 ③ 
氏名  性別  年齢  電話番号  

住所 （〒   -     ）  

 

ご旅行条件書（抜粋）                                                

１.募集型企画旅行契約  
本旅行は㈱近畿日本ツーリスト九州（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット

等）の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行

契約の部）によります。  

２.旅行のお申し込み  
(1)申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代

金、取消料、違約料のそれぞれの一部または全部として取り扱います。また、お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を

必要とする場合には、お申込みのときにお申し出ください。可能な範囲内で当社はこれに応じます。  

(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約

は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただきます。こ

の期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約が無かったものとして取り扱います。  

代金の20％～
旅行代金まで

3万円未満
3万円以上
6万円未満

6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上

お申込金
6,000円～

旅行代金まで
12,000円～
旅行代金まで

20,000円～
旅行代金まで

30,000円～
旅行代金まで

旅行代金

 
(3)15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除きます。）15歳以上20歳未

満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。  

(4)お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。詳細

は、「国内募集型企画旅行条件書」の「3.申込条件」を確認のうえ、特別な配慮・相談が必要となる可能性がある方は、

ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。 

３.契約の成立と契約書面の交付  
(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。  

(2)通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。

ただし、契約締結を承諾する旨を e-mail 等の電子承諾通知で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立す

るものとします。  

(3)当社は契約の成立後、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面

（以下「契約書面」といいます）をお渡しいたします。（当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の一部

といたします）当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面に記載いたします。  

４.通信契約  
当社又は当社の募集型企画旅行を代理して販売する会社が提供するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます）

のカード会員（以下「会員」といいます）より所定の伝票への「会員」の署名なくしての旅行代金のお支払いを受けるこ

とを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による」申し込みを受ける場合があります。

（受託旅行業者により当該取扱が出来ない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なりま

す。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行

契約となります。）  

５.確定書面（最終日程表）の交付  
当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示

上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始の前日（旅行開始日の８日前以降のお申

込みに関しては旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した書面（以下「確定書面」といいます）をお渡しいたし

ます。  

６.旅行代金のお支払い  
旅行代金は旅行開始日の１５日前までにお支払いください。 （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（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。 ●添乗員が同行するコース

では、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されな

くても払戻しいたしません。（行程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません）  

７.お客様からの旅行契約の解除（旅行開始前）  
お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。こ

の場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで

取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。（なお、表でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規

定された「委託営業所」｛以下「当社ら」といいます。｝のそれぞれの営業日、営業時間内に取消する旨をお申

し出いただいた時を基準とします。）  

（イ）募集型企画旅行の取消料  

旅行開始日
の前日

40%

当日
（旅行開始前）

50%

日帰り

宿泊

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取消料率

10日～8日目
7日～2日目

旅行開始後及
び無連絡
不参加

100%

取消日

20日～8日目

20% 30%  

８.添乗員等  
(1)「添乗員同行」と表示があるコースは、添乗員が同行します。  

(2)「現地添乗員同行」と表示のあるコースは、旅行目的地の到着時から出発時まで添乗員が同行します。  

 ・旅行目的地の集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員が同行しませんので、お客様が旅行のサービス

を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。  

 ・添乗員が同行しない区間において、悪天候等により旅行サービス内容の変更が必要となる事由が発生した場合の手配

及び手続きはお客様自身で行っていただきます。  

●添乗員の業務は原則として８時から２０時までといたします。  

９.お客様の責任  
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。  

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するよう

に努めなければなりません。  

(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅

行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれぱなりません。  

１０.特別補償  
当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が

旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又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。  

１１.旅程保証   
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。 

１２.基準期日  
この旅行条件は、令和元年10月1日現在を基準としています。  

また、旅行代金は令和元年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。  

■最少催行人員に満たない場合は旅行の中止をお願いする場合があります。その時は旅行開始日の前日からさかのぼって

１３日前迄に（日帰りコースは３日前迄に）ご連絡いたします。  

■当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。  

■個人情報の取扱いについて   https://www.kntk.co.jp/privacy/ 
(1)株式会社近畿日本ツーリスト九州（以下「当社」）およびご旅行をお申し込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）

は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させ

ていただくほか、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において当該機関等

に提供いたします。また、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様のお名前および搭乗される航空便等に係る

個人情報を、電子的方法で免税店等の事業者に提供いたします。 お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供に

ついてお客様に同意いただくものとします。  

(2)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、

当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業およびが販売店が共同利用する個人情

報は以下のとおりです。（住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス）  

(3)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。  

総合旅行業務取扱管理者について 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に

ご不明な点があれば、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

 

 

 

FAX : 096-322-6661
11/12-13『八代・五家荘＆五木村に行こう！』<< 参加申込書 >> 

－ お申し込みの際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を事前にご確認のうえお申し込みください。－

(株)近畿日本ツーリスト九州  熊本支店 宛 

パンフレットに記載の旅行条件に同意します。 

また、旅行手配やお買物の便宜等のために必要な範囲内で 

運送・宿泊機関等、保険会社等へ個人情報の提供について 

同意のうえ、以下の旅行に申し込みます。 

下記に、参加される代表者の方およびご一緒に参加される方の情報を

ご記入して、お申し込み願います。後ほど、旅のしおりと、入金の 

ご案内、取引条件を説明した書面を送付させていただきます。 

パンフレット作成日：令和元年 10 月 4 日  管理番号：3815-19-10-001

【 旅行企画・実施 / 申込先・お問合せ先 】 

（株）近畿日本ツーリスト九州 

 熊本支店   

観光庁長官登録旅行業第 1886 号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 與田 雅之 

〒860-0806 熊本市中央区花畑町 4-7 朝日新聞第一生命ビル 11Ｆ 

 （TEL）096-325-4891（FAX）096-322-6661   https://www.kntk.co.jp/ 

営業日・営業時間：月～金 9:30～17:15（土・日曜日、祝日は休み） 

＊休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。 


