
◆刺身
◆揚げ物
◆生野菜サラダ
◆蒸し物

◆本日の小鉢 2種
◆越前おろしそば 小
◆季節のフルーツ
◆ごはん、味噌汁、漬物

昼食 越前のセイロ蒸し御膳
お
品
書
き 新型コロナウイルスワクチン

3回以上接種していることが
参加条件となります

老舗のかまぼこ店
見学

お客様各位

㈱丹後乳販

　いつも㈱丹後乳販の宅配サー
ビスをご利

用頂き、誠にありがとうございます
。

　コロナ禍の影響により、3年ぶ
りに開催させ

ていただきます。第14回を迎えま
した本年は、

春の福井の旅を企画しました。ゆ
っくり、楽し

く、心に残る春の一日を過ごしてみ
ませんか！

　コロナ対策を万全に、安心して
御参加いただ

けますよう進めて参ります。この
機会に、ご家

族・お友達お誘い合わせの上、お
気軽にご参

加ください。お待ちしております。

参
加
者

生
年
月
日

お名前

ご住所

お電話 （　　　　　　）　　　　　－
大・昭
平・令 年　　月　　日

年齢　　　　才携帯電話 （　　　　　　）　　　　　－

参
加
者

生
年
月
日

お名前

ご住所

お電話 （　　　　　　）　　　　　－
大・昭
平・令 年　　月　　日

年齢　　　　才携帯電話 （　　　　　　）　　　　　－

※個人情報の取扱いについて　お客様の個人情報につきましては、旅行に関するお知らせと各種サービスに利用させて頂きます。　※当日までの予定につきましては、後日改めてご連絡させて頂きます。
※ご旅行当日に「ワクチン接種歴」3回以上又は「陰性の検査結果」の提示及び本人確認の身分証明書をご提示ください。

の
り
ば

※ご希望のバス乗降場所を
　○で囲んで下さい 旧加悦町役場前 ・ 野田川わーくぱる前 ・ 阿蘇シーサイドパーク前 ・ 宮津ミップル前

桜満喫旅 吉野瀬川桜並木散策と金ヶ崎宮花換まつり
に参加申込みします。

お客様感謝旅行
《宮津・与謝野店》

募集
期間 2月16日（木）～3月20日（月）お問い合わせは☎0772-42-4649

老舗のかまぼこ店 見学
小牧かまぼこ（見学）10：30～10：55

工場見学と茹で立ておろしそばの試食
越前そばの里（見学・試食）11：30～11：55

越前市内の和食レストランにて昼食
越前セイロ蒸し御膳（昼食）12：00～13：00

散策マップ配布 地元ガイドさんによる案内
吉野瀬川桜並木（見物）13：15～13：50

開催中の「花換まつり」に参加
敦賀金ヶ崎宮 14：30～15：30

新鮮な海の幸のお買い物
日本海さかな街（買い物）15：45～16：15

行　程
旧加悦町役場前 7：45発

野田川わーくぱる前 7：55発

阿蘇シーサイドパーク前 8：15発

宮津ミップル前 8：30発

綾部PA（休憩） 9：00～9：15

旧加悦町役場前 19：00頃着

野田川わーくぱる前 18：50頃着

阿蘇シーサイドパーク前 18：35頃着

宮津ミップル前 18：20頃着

綾部PA（休憩） 17：30～17：45

宮津天橋立IC

宮津天橋立IC

◆旅行企画・実施◆ 株式会社日本旅行TiS福知山支店
◆利用バス会社◆ 京都さくら観光

第14回お客様感謝旅行 丹後乳販株式
会社 宮津・与謝野店

桜満喫旅自分に
ご褒美　

ロマンチックな
お祭り
金ヶ崎宮
花換まつりに参加

水面に映える桜色…
吉野瀬川
桜並木散策

出
発
日4月5日（水）令和5年

丹後乳販より、ご参加頂いたお客様に
感謝を込めた、お土産をご用意！
当日（当日迄）に、商品のご成約・
ご増本（週7本以上）を頂いた方には
2,000円キャッシュバック!

今回も車内で「ビンゴゲーム」開催します!!

※旅行代金には、入場料・昼食・お土産・初穂料（花換まつり）
　バス代（往復）すべて含みます。
※旅行代金は、当日現金にて徴収させて頂きます。

募
集
人
数

※最少催行人員30名様
※先着受付・定員になり次第締め切らせて頂きます。
※参加者は基本、1家族2名様までとさせて頂きます。
※添乗員が同行させて頂きます。

※出発時刻・ルート・観光順は変更になる場合がございます

35名（大型バス1台）

旅
行
代
金

お1人様

10,000円（税込）

参加
特典

茹でたて越前そば
の試食

※写真はイメージです
旅行代金に含まれています

名物ちくわ1本付き!!

日帰り

例年の桜の見頃3月下旬～4月上旬
（越前市観光協会調べ）

今後の気象状況により桜の開花状況や
見頃の時期が変化します。
あらかじめご了承のうえ、
お申込み下さい。



新型コロナウイルスワクチン
3回以上接種していることが
参加条件となります

お客様各位

㈱丹後乳販

　いつも㈱丹後乳販の宅配サー
ビスをご利

用頂き、誠にありがとうございます
。

　コロナ禍の影響により、3年ぶ
りに開催させ

ていただきます。第14回を迎えま
した本年は、

春の福井の旅を企画しました。ゆ
っくり、楽し

く、心に残る春の一日を過ごしてみ
ませんか！

　コロナ対策を万全に、安心して
御参加いただ

けますよう進めて参ります。この
機会に、ご家

族・お友達お誘い合わせの上、お
気軽にご参

加ください。お待ちしております。

参
加
者

生
年
月
日

お名前

ご住所

お電話 （　　　　　　）　　　　　－
大・昭
平・令 年　　月　　日

年齢　　　　才携帯電話 （　　　　　　）　　　　　－

参
加
者

生
年
月
日

お名前

ご住所

お電話 （　　　　　　）　　　　　－
大・昭
平・令 年　　月　　日

年齢　　　　才携帯電話 （　　　　　　）　　　　　－

※個人情報の取扱いについて　お客様の個人情報につきましては、旅行に関するお知らせと各種サービスに利用させて頂きます。　※当日までの予定につきましては、後日改めてご連絡させて頂きます。
※ご旅行当日に「ワクチン接種歴」3回以上又は「陰性の検査結果」の提示及び本人確認の身分証明書をご提示ください。

の
り
ば

※ご希望のバス乗降場所を
　○で囲んで下さい 久美浜永留公園前 ・ アミティ丹後前 ・ 峰山球場前 ・ ヰセキ京丹後前

桜満喫旅 吉野瀬川桜並木散策と金ヶ崎宮花換まつり
に参加申込みします。

お客様感謝旅行
《京丹後店》

募集
期間

お問い合わせは
☎0772-62-0526

老舗のかまぼこ店 見学
小牧かまぼこ（見学）10：30～10：55

工場見学と茹で立ておろしそばの試食
越前そばの里（見学・試食）11：30～11：55

越前市内の和食レストランにて昼食
越前セイロ蒸し御膳（昼食）12：00～13：00

散策マップ配布 地元ガイドさんによる案内
吉野瀬川桜並木（見物）13：15～13：50

開催中の「花換まつり」に参加
敦賀金ヶ崎宮 14：30～15：30

新鮮な海の幸のお買い物
日本海さかな街（買い物）15：45～16：15

行　程
久美浜永留公園前 7：20発

アミティ丹後前 7：50発

峰山球場前 8：10発

ヰセキ京丹後前 8：30発

綾部PA（休憩） 9：00～9：15

久美浜永留公園前 19：40頃着

アミティ丹後前 19：10頃着

峰山球場前 18：50頃着

ヰセキ京丹後前 18：35頃着

綾部PA（休憩） 17：30～17：45

京丹後大宮IC

京丹後大宮IC

◆旅行企画・実施◆ 株式会社日本旅行TiS福知山支店
◆利用バス会社◆ 京都さくら観光

第14回お客様感謝旅行 丹後乳販株式
会社 京丹後店

桜満喫旅自分に
ご褒美　

水面に映える桜色…
吉野瀬川
桜並木散策

今回も車内で「ビンゴゲーム」開催します!!

※旅行代金には、入場料・昼食・お土産・初穂料（花換まつり）
　バス代（往復）すべて含みます。
※旅行代金は、当日現金にて徴収させて頂きます。

募
集
人
数

※最少催行人員30名様
※先着受付・定員になり次第締め切らせて頂きます。
※参加者は基本、1家族2名様までとさせて頂きます。
※添乗員が同行させて頂きます。

35名（大型バス1台）

旅
行
代
金

お1人様

10,000円（税込）

2月16日（木）～3月20日（月）

◆刺身
◆揚げ物
◆生野菜サラダ
◆蒸し物

◆本日の小鉢 2種
◆越前おろしそば 小
◆季節のフルーツ
◆ごはん、味噌汁、漬物

昼食 越前のセイロ蒸し御膳
お
品
書
き

老舗のかまぼこ店
見学

ロマンチックな
お祭り
金ヶ崎宮
花換まつりに参加

茹でたて越前そば
の試食

※写真はイメージです

※出発時刻・ルート・観光順は変更になる場合がございます

出
発
日4月5日（水）令和5年

丹後乳販より、ご参加頂いたお客様に
感謝を込めた、お土産をご用意！
当日（当日迄）に、商品のご成約・
ご増本（週7本以上）を頂いた方には
2,000円キャッシュバック!

参加
特典

日帰り

旅行代金に含まれています

名物ちくわ1本付き!!

例年の桜の見頃3月下旬～4月上旬
（越前市観光協会調べ）

今後の気象状況により桜の開花状況や
見頃の時期が変化します。
あらかじめご了承のうえ、
お申込み下さい。



新型コロナウイルスワクチン
3回以上接種していることが
参加条件となります

お客様各位

㈱丹後乳販

　いつも㈱丹後乳販の宅配サー
ビスをご利

用頂き、誠にありがとうございます
。

　コロナ禍の影響により、3年ぶ
りに開催させ

ていただきます。第14回を迎えま
した本年は、

春の福井の旅を企画しました。ゆ
っくり、楽し

く、心に残る春の一日を過ごしてみ
ませんか！

　コロナ対策を万全に、安心して
御参加いただ

けますよう進めて参ります。この
機会に、ご家

族・お友達お誘い合わせの上、お
気軽にご参

加ください。お待ちしております。

参
加
者

生
年
月
日

お名前

ご住所

お電話 （　　　　　　）　　　　　－
大・昭
平・令 年　　月　　日

年齢　　　　才携帯電話 （　　　　　　）　　　　　－

参
加
者

生
年
月
日

お名前

ご住所

お電話 （　　　　　　）　　　　　－
大・昭
平・令 年　　月　　日

年齢　　　　才携帯電話 （　　　　　　）　　　　　－

※個人情報の取扱いについて　お客様の個人情報につきましては、旅行に関するお知らせと各種サービスに利用させて頂きます。　※当日までの予定につきましては、後日改めてご連絡させて頂きます。
※ご旅行当日に「ワクチン接種歴」3回以上又は「陰性の検査結果」の提示及び本人確認の身分証明書をご提示ください。

の
り
ば

※ご希望のバス乗降場所を
　○で囲んで下さい 福知山駅前 ・ 綾部駅前 ・ 西舞鶴駅前 ・ 東舞鶴駅前

桜満喫旅 吉野瀬川桜並木散策と金ヶ崎宮花換まつり
に参加申込みします。

お客様感謝旅行
《福知山・舞鶴店》

募集
期間

お問い
合わせは

☎0773-23-7191
☎0773-63-5070

老舗のかまぼこ店 見学
小牧かまぼこ（見学）10：30～10：55

工場見学と茹で立ておろしそばの試食
越前そばの里（見学・試食）11：30～11：55

越前市内の和食レストランにて昼食
越前セイロ蒸し御膳（昼食）12：00～13：00

散策マップ配布 地元ガイドさんによる案内
吉野瀬川桜並木（見物）13：15～13：50

開催中の「花換まつり」に参加
敦賀金ヶ崎宮 14：30～15：30

新鮮な海の幸のお買い物
日本海さかな街（買い物）15：45～16：15

行　程
福知山駅前 8：00発

綾部駅前 8：30発

西舞鶴駅前 9：00発

東舞鶴駅前 9：20発

福知山駅前 18：50頃着

綾部駅前 18：20頃着

西舞鶴駅前 17：50頃着

東舞鶴駅前 17：30頃着

舞鶴東IC

舞鶴東IC

◆旅行企画・実施◆ 株式会社日本旅行TiS福知山支店
◆利用バス会社◆ 京都交通バス又は日本交通バス

第14回お客様感謝旅行 丹後乳販株式
会社 福知山・舞鶴店

桜満喫旅自分に
ご褒美　

水面に映える桜色…
吉野瀬川
桜並木散策

今回も車内で「ビンゴゲーム」開催します!!

※旅行代金には、入場料・昼食・お土産・初穂料（花換まつり）
　バス代（往復）すべて含みます。
※旅行代金は、当日現金にて徴収させて頂きます。

募
集
人
数

※最少催行人員30名様
※先着受付・定員になり次第締め切らせて頂きます。
※参加者は基本、1家族2名様までとさせて頂きます。
※添乗員が同行させて頂きます。

35名（大型バス1台）

旅
行
代
金

お1人様

10,000円（税込）

2月16日（木）～3月20日（月）

◆刺身
◆揚げ物
◆生野菜サラダ
◆蒸し物

◆本日の小鉢 2種
◆越前おろしそば 小
◆季節のフルーツ
◆ごはん、味噌汁、漬物

昼食 越前のセイロ蒸し御膳
お
品
書
き

老舗のかまぼこ店
見学

ロマンチックな
お祭り
金ヶ崎宮
花換まつりに参加

茹でたて越前そば
の試食

※写真はイメージです

※出発時刻・ルート・観光順は変更になる場合がございます

出
発
日4月5日（水）令和5年

丹後乳販より、ご参加頂いたお客様に
感謝を込めた、お土産をご用意！
当日（当日迄）に、商品のご成約・
ご増本（週7本以上）を頂いた方には
2,000円キャッシュバック!

参加
特典

日帰り

旅行代金に含まれています

名物ちくわ1本付き!!

福知山店

舞鶴店

例年の桜の見頃3月下旬～4月上旬
（越前市観光協会調べ）

今後の気象状況により桜の開花状況や
見頃の時期が変化します。
あらかじめご了承のうえ、
お申込み下さい。



　この旅行は、㈱日本旅行TiS福知山支店（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を締
結していただくことになります。
１、お申込み方法と契約の成立
（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき下記の申込金

又は旅行代金の全額を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消
料、または違約料の一部または全部として取り扱います。

（２）当社は、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旅
行契約の予約の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、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日
以内に、当社に申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この
期間内に申込金の支払いがなされないときは、申し込みはなかったものとし
て取り扱います。

（３）団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関
する取引を行います。

（４）旅行参加に特別な配慮を必要とする場合には旅行のお申し込み時にお申し
出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。

（5）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日前までにお支
払いいただきます。

２、 旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社
は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって13日目に当たる日より前に連絡させていただき、お預かりして
いる旅行代金の全額をお返しします。
３、旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（1）パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、

消費税等の諸税及び、添乗員同行費用が含まれます。　
（2）旅行日程に記載のない交通費、空港施設使用料等の諸費用及び個人的性質

の諸費用は含まれません。

第14回お客様感謝旅行第14回お客様感謝旅行 丹後乳販株式
会社

ご旅行条件（要約）
【国内旅行の場合】

【このパンフレットは旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び同法１２条の５に定める契約書面の一部となります。】
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、お申込み下さい。尚、「国内募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ https://www.nta.co.jpからもご覧いただけます。

４、取消料
お客様は、次の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。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨を
お申し出いただいた日とします。

（１）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合に
も、旅行代金全額に対して上記の取消料が適用されます。

５、当社の免責事項
お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかね
ます。ただし、当社又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明されたときは
この限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害③運送・宿
泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更も
しくは旅行の中止④官公署の命令によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変
更、経路変更など、又は、これらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地
滞在時間の短縮

６、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り生命・身体
または手荷物に被られた一定の損害について、旅行業約款の特別補償規程によ
り、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払いま
す。
７、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条別表第二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めら
れた変更補償金をお客様に支払います。　尚、当社は、お客様が同意された場合、
金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供を
することがあります。
８、個人情報の取扱い

（1） ア.当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」といいます。
「当社」及び「販売店」を指して当社らといいます。当社らはご提供いただいた
個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊
機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④旅行
の安全管理のため、⑤当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を
担保する保険手続のため、⑥当社及び当社と提携する企業の商品やサービ
ス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑦旅行参加後の
ご意見やご感想のお願いのため、⑧アンケートのお願いのため、⑨特典サー
ビス提供のため、⑩統計資料作成のため、に利用させていただきます。
イ.当社らは取得した購買履歴やWEBでの閲覧履歴等の情報を分析して、当
社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報のご案内及
び広告の表示のために利用させていただきます。

（2）上記１．ア.の②.③.④の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、
クレジットカード情報、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店、当該クレジッ
トカード会社等に書類または電子データにより、提供することがあります。な
お、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパ
ンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出下さ
い。（注：１０日前が土・日・祝の場合はその前日までにお申し出下さい）

（3）当社及び当社グループ各社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、
氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャン
ペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用す
る個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。な
お当社グループ会社の名称は当社のホームページ（https://www.nta.co.jp）
のプライバシーポリシーをご参照下さい。

（4）当社は個人情報の取扱を委託することがあります。
（5）お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止等

の請求を行うことができます。問い合わせ窓口は訂正のみ販売店、それ以外
はお客様相談室となります。

（6）一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連する
サービスについては、適切に提供できないことがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長）　
問い合わせ先窓口：本社お客様相談室
電話：０３-６８９５-７８８３　ＦＡＸ：０３-６８９５-７８３３
E-Mail：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間： 平日　０９：４５～１７：４５（土・日曜・祝日、年末年始休業）

９、旅行条件の基準
このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2023年2月7日現在を基
準としています。

■ 本ツアーでは、ご旅行当日に非接触型体温計による検温、手指消毒とマスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保にご協力いただきます。
　 ◯37.5度以上の発熱や感染が疑われる症状のあるお客様はツアー参加をご遠慮ください。
　 ◯ツアー中は無理をせずこまめに水分補給をして屋外でソーシャルディスタンスが保てる場所ではマスクを外し熱中症に十分ご注意ください。
　 ◯移動中におけるバスの車内では食事・飲酒、大声での会話はお控えください。
　 ◯接触機会を避けるため、手荷物の運搬やごみの持ち帰りはお客様ご自身でお願いします。
　 ◯マスク・うがい薬・除菌シートなどの感染予防用品はお客様自身でご持参ください。
■ 特別な配慮が必要なお客様へ
　 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。
　 特別な配慮措置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、　担当者に必ずお申し出ください。

取消日区分

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

旅行開始日前日
旅行開始日当日（旅行開始前）
旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

11日目に当たる日まで 無料

旅行代金の20%

旅行代金の30%

10日目に当たる日以降
8日目に当たる日まで

7日目に当たる日以降
2日目に当たる日まで

取消料

旅行に
ついて

イベントに
ついて 丹後乳販株式

会社
宮津・与謝野店 ☎0772-42-4649
京丹後店 ☎0772-62-0526

福知山店 ☎0773-23-7191
舞鶴店 ☎0773-63-5070

お申し込み パンフ表紙の「イベント申込書」と別紙「旅行申込書」をご記入の上、
宅配スタッフもしくはお近くの丹後乳販の店舗経由でお申し込みください。

お問合せ　　 下記へお問合せください。

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第2号・（一社）日本旅行業協会正会員

〒620-0045 福知山市駅前町439　JR福知山駅構内

営業時間：10：00～17：00（水・日・祝 休み）担当：浅井
総合旅行業務取扱管理者/山田 昌弘
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店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、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

TEL：0773-23-8631　FAX：0773-23-8637

株式会社日本旅行　TiS福知山支店

西日本23-022

『 国内旅行傷害保険加入のおすすめ 』
安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で保険をおかけになることをお
すすめいたします。

旅行代金
10万円以上

5万円以上10万円未満
2万円以上5万円未満

2万円未満

申込金（おひとり）
旅行代金の20%以上
20,000円以上
10,000円以上
5,000円以上


