
Point
絶景

無料で渡れる一般道路としては日本屈指
の長さ（1780ｍ）を誇る角島大橋。美しく
青い海が一面に広がる橋は絶好のドライ
ブコース！絶景を展望台から眺めて写真
撮影するのもおすすめです。

澄みきった海
の上を爽快に
ドライブ！

角島大橋
つのしまおおはし

やまぐちの絶景を見に行こう！！

もとのすみじんじゃ

元乃隅神社
123基もの鳥居が並ぶ姿が美しいと話題のスポット。
青い海と赤い鳥居のコントラストは圧巻の一言です。
また、日本一入れにくいと言われる賽銭箱も必見！！Point

絶景
海をバックにした
100ｍ以上にわたって
並ぶ鳥居が圧巻

●旅行代金に含まれるもの／貸切バス代
6,500円 3,250円 無料湯田温泉・JR新山口駅発 おとな 幼児こども

（小学生）

湯田温泉 JR新山口駅

JR長門市駅 JR新山口駅長門湯本温泉

元乃隅神社（下車）角島大橋（車窓）・角島灯台公園（下車）道の駅 北浦街道 豊北
〈各自昼食〉※昼食は旅行代金に含まれておりません。

〈9：30発〉 〈10：05発〉

〈16：10頃着〉 〈18：10頃着〉 〈18：40頃着〉〈16：30頃着〉

■設定期間：2020年4月4日～2021年3月28日の土、日、祝日  ■申込締切日：5日前  　　■利用運送機関：バス

■行程

■旅行代金／おひとり

※角島灯台の灯台参観寄付金（中学生以上200円）は含まれておりません。ご希望の方は現地にてお支払いください。
※当日の道路状況（渋滞等）により、角島灯台公園まで運行できない場合もあります。（その場合、角島大橋のみの見学となります。） 
※JR長門市駅でJR山陰本線萩方面への乗継が可能です。（長門市～東萩間：所要時間約30分）
※JR新山口駅で山口宇部空港との空港連絡バスへの乗継が可能です。（新山口駅新幹線口～山口宇部空港間：所要時間約30分）
※添乗員は同行しません。現地係員がご案内いたします。 ※食事代は旅行代金に含まれておりません。※座席指定はできません。
 （注）いずれの乗継も各交通機関の遅れ等により乗継ができない場合がありますが、予めご了承ください。

元乃隅神社と角島コース

60分 60分 40分

※大型バスにて運行予定ですが、出発日の参加人数に合わせて中型又は小型バス又はマイクロバスに変更します。
※幼児でも座席が必要な場合はこども代金が適用されます。※交通事情により出発・到着時間が遅れる場合があります。 ※最少催行人員：1名

もと        の        すみ      じん       じゃ つの       しま

湯田温泉角島や角島大橋を遠望できる丘の上に
あり、コバルトブルーの響灘の景色を楽
しめる道の駅。

施設内のレストランでは、豊北町で獲
れた鮮魚、新鮮野菜を使ったオリジナ
ルメニューをお楽しみいただけます。

世界も認めた！

※貸切バス会社：おおすみ観光バス

1WGW135-1プラン

■ご参加人数別の利用車種とガイドのご案内
乗物車種
参加人数
ガイド

マイクロバス又は小型バス又は中型バス
1～27名

大型バス
28名以上

バスガイド

厚狭

山口宇部空港

山陽新幹線

中国自動車
道

新山口

東萩仙崎

川棚温泉

下関

小倉

湯田温泉 山口

長門湯本温泉

長門市駅
阿川

伊上 山口県

門司港

新下関

新山口

元乃隅神社

角島大橋

道の駅
北浦街道豊北

   
   
 入
るか

な！？

JTB旅の予約センター 申込締切日：5日前 0570-050-489（9：00～20：30）
※年中無休 ホームページはこちら…http://www.ishin-bus.jp/

承認番号：2019-3844

お申込は

2020年4月4日～2021年3月28日の土・日・祝日
除外日：5月2日～6日、6月14日、10月10日、12月26日～1月3日

参道出口に建つ大鳥居をよく見ると・・・なん
と賽銭箱が頭上に！見事、賽銭を投げあげる
と願いが叶うと言われています。

ここでのご利益は
腕しだい！？

元乃隅神社（イメージ）

元乃隅神社（イメージ）

角島大橋（イメージ）

道の駅 北浦街道 豊北（イメージ）

やまぐち
絶景満喫バス日帰り



        地域の食材を楽しもう！

道の駅 北浦街道 豊北の人気キャラクター"ほっ
くん"は、水平線に沈む夕日と"豊"の文字をモ
チーフに、特産品の梨やみかんをあわせて誕生
しました。ぬいぐるみやタオルなどのグッズのほ
か、ケーキなどのお菓子も人気です。

角島大橋を望遠する丘の上にあり、本
州最西端の道の駅。四季折々の海の
幸・山の幸が楽しめます。

特産品やオリジナルグッズを販売。
地元で獲れたイカを使用した「イカ大
いなり寿司」が名物。

※写真はすべてイメージです。

星野リゾートと協働し温泉街全体をリニューアルしまし
た。清流「音信川」には川床やテラスを設け、夜にはライト
アップで温泉街全体を演出します。

湯田温泉・長門湯本温泉とも足湯は、散策途中に気楽に
立ち寄れる憩いの人気スポットです。

山陽路随一の湯量を誇る名湯。アルカリ
性が高い泉質は肌によく馴染むやわら
かい泉質が特徴で、お肌をすべすべにし
てくれる効果があります。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当
者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

お申し込み・お問い合わせ

旅行条件書（要約） ★お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、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
この旅行は株式会社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。また、旅行条件は、下記によるほか、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日程表と称する確定書面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。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（1）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。
（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日か
　 ら起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（4）お申込金（おひとり）  旅行代金全額
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 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）にお支払ください。また、お客様が当社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。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

●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（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊代金、入場料・拝観
料及び消費税等諸税（一部注釈のあるコースにおける宿泊税を含みます。）これらの費用は、お客様の都合に
より一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
（コース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。）

●個人情報の取扱について
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
との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊
機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させ
ていただきます。

●国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者へ
の損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自
身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込の販売
員にお問合せください。

●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス
提供機関、又は、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり
次第ご通知ください。）

●特別補償　
当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参
加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償
金（1500万円）・後遺障害補償金（1500万円を上限）・入院見舞金（2万円～20万円）及び通院見舞金
（1万円～ 5 万円）を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金（手荷物1個又は1対あたり10
万円を上限、1募集型企画旅行お客様 1名あたり15 万円を上限とします。）を支払います。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2020 年 2月1日を基準としております。又、旅行代金は 2020 年 2月1日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

※各コース上に適用取消料の明記がある場合
それぞれに記載のある取消料を適用します。
＊当社の責任とならない各種ローンの取扱上の事由に基づき、お取消になる場合も上記取消料をお支払いただきます。
＊お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対する
　お取消とみなし、取消料の対象となります。

取消料（おひとり様）

無料

契約解除の日

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

旅行代金の20％

旅行代金の30％3）7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）
4）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 4０％
5）当日の解除（6を除く） 旅行代金の5０％
6）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

ＴＥＬ：0570－050－489
（年中無休9：00～20：30）

営業時間  9：30～17：30（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者　住田 洋

山口市小郡下郷1234-2 SMILE 新山口ビル5階 〒754-0002
熊本市中央区坪井2ｰ1ｰ42 SDK熊本ビル6階 〒860-0863
総合旅行業務取扱管理者：松下 憲一

山口支店株式会社

1）11日目にあたる日以前の解除

2）10日目にあたる日以降の解除
　（3～6を除く）

日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員
観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 6 4 号

旅行企画・実施JTB旅の予約センター

※このツアーでは観光はしません。また、
お土産品は旅行代金には含まれておりません。

湯田温泉

「むかつく半島トリィネコ」グッズ

「ほっくん」グッズ

長門湯本温泉
足湯

道の駅 北浦街道 豊北 元乃隅売店

温泉をのんびり楽しもう！！

美肌の湯

温泉街

湯田温泉 足湯
温泉街

観光地・お土産情報 観光のあとは… ゆったり ほっこり♪

山口県「向津具（む
かつく）半島」に住
む「トリィネコ」。
どことなく「むかつ
く」顔をしているけ
れど、なぜか願い
を叶えてくれると
いわれる人気キャ
ラクター。そんなト
リィネコのぬいぐ
るみ等のグッズを
販売しています。


