ニュースリリース
令和元年５月９日
三次市地域振興部定住対策・暮らし支援課

福塩線ワイン列車の運行について（福塩線対策協議会主催）

ＪＲ福塩線沿線市町で構成する福塩線対策協議会では，２０１９年度利用促進事業
として，福塩線企画列車（ワイン列車）を運行します。
この企画は，沿線地域の活性化をはじめ，福塩線の魅力や観光資源の創出，ひいて
は利用促進につなげることを目的としており，沿線市町の特産品や魅力のＰＲを行い
ます。企画列車の概要は下記のとおりです。（詳細は別紙チラシを参照のこと）
１．日時
令和元年５月２６日（日）
２．行程
福山駅（10:21 発）～ＪＲ福塩線～三次駅（13:00 頃・折返）～福山駅（16:48 着）
３．募集人員
８０名（先着）
４．旅行代金
大人：２，９００円 未成年：１，５００円
５．申込期間
平成３１年４月２６日（金）～令和元年５月１７日（金）
※令和元年５月９日時点で，申込者数が定員に達しました。
６．内容
福塩線沿線の地元ワイン６種類を堪能
三次駅で三次市 PR 隊によるお出迎え
沿線各市町の特産品がもらえるクイズ大会の実施

など

７．主催
福塩線対策協議会
本件に関するお問い合わせ先

三次市 地域振興部 定住対策・暮らし支援課
定住対策・暮らし支援係
電話番号：0824-62-6129

（担当／迫田）
FAX番号：0824-62-6235

Ｅ-mail：teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp
〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目８番1号

■出発日／旅行代金／募集人員／最少催行人員
出発日

大人

未成年

募集人員

最少催行人員

5月26日（日）

2,900円

1,500円

先着80名

1名より催行

※未就学児は無料となります。列車の座席・弁当はございません。
列車の席と弁当をご希望される方は，申込時にお伝えください。（料金は未成年と同額を頂戴いたします。）
旅行代金にはJR運賃・昼食代・飲み物代・添乗員同行費用・保険料・諸税・サービス料等が含まれています。
引受保険会社：損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （補償内容）死亡後遺障害260万円・入院日額3,000円・通院日額1,500円

■集合場所 JR福山駅構内 TiS福山支店

■集合時間 9時50分までにお集まりください

※府中駅からも乗降できます。申込時，お申し付けください。（費用は同額になります。）

行

福山駅
10:21

府中駅
11:05 11:07

程

三次駅・・・・・・三次駅
13:00
13:15

府中駅
15:04 15:18

福山駅
16:03

ポイント①
JAPAN WINE CHALLENGE Silver賞受賞
TOMOE小公子マスカット・ベーリーA
Japan Wine Competition2018銀賞受賞
Sera Montagne マスカット・ベーリーA
などの受賞ワインをはじめ，山野ワインなどをご用意しております。ワイナリースタッフによる説明もあります！

ポイント②

府中市自慢のお弁当とスウィーツをご用意！

・地産地消を生かしたお弁当をご用意！
・第7回全国逸品グランプリ受賞「甘酒プリン」もあります！

ポイント③

三次駅で三次市ＰＲ隊によるお出迎え！

ポイント④

各種車内イベントを開催！

・「ひろしま・宝しまレディ」による観光案内！
・福塩線沿い各市町の特産品がもらえるクイズ大会を開催！

■申 込 先 ：日本旅行TiS福山支店 平日10：00～18：00 土日祝日休業
■申込方法：電話またはFAX ☎084‐931‐2611/FAX084‐932‐3202
■添 乗 員 ：全行程同行致します。
■食事条件：朝0回・昼１回・夕0回
■申込締切 5月17日（金）18：00＊募集人員になり次第，申込締切
＜注意事項＞
●20歳未満の方へワインの提供はございません。ぶどうジュースになります。
●お車をご利用される方へのワインのご提供はお断りさせていただきます。
●昼食は上下駅にて地元食材を使ったお弁当お茶付を積込いたします。車内にてお召し上がりください。
●車内にトイレはございますが，数が少ない為，なるべく府中駅・上下駅・三次駅の停車時間内にお済ませください。
●乗車駅までの交通費等は個人負担となります。

ご 旅 行 条 件（要約）
【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第 12 条の５に定める契約書面の一部となります。
】
この旅行は、㈱日本旅行 TiS 福山支店（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、旅行代金
全額を添えてお申込み下さい。

(2) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した
時に成立いたします。
(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) 旅行代金は旅行出発日の 9 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３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
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、食事代、
入場料、消費税等諸税が含まれます。
旅行日程に記載のない交通費の諸費用及び個人的性質の諸
費用は含まれません。
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。
取
消
日
区
分
取 消 料
旅行開始日の前 11 日目に当たる日まで
無料
日から起算して 10 日目に当たる日以降 旅行代金の 20％
さかのぼって
８日目に当たる日まで
７ 日 目 に 当 た る 日 以降 旅行代金の 30％
２日目に当たる日まで
旅行開始日の前日
旅行代金の 40％
旅行開始日当日
旅行代金の 50％
旅行開始後又は無連絡不参加の場合
旅行代金の全額
【特別な配慮を必要とする方のお申込みについて】
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、ご相談させて頂きますので係員
に必ずお申し出下さい。

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合
は、当社は賠償の責任を負いません。
・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日
程の変更若しくは旅行中止
・運送機関等の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる
旅行日程の変更若しくは旅行の中止
・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、
食中毒、盗難
・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の
変更若しくは目的地・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、生命、身体又
は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過
失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、
補償金及び見舞金をお支払いします。
《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》
安心してご旅行をしていただくため、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。

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（募集型企画旅行契約の部第 29 条別表
二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めると
ころにより変更補償金をお支払いします。
８．個人情報の取り扱い
（１）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個
人情報についてお客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およ
びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させて
いただきます。
（２）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サ
ービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い
③統計資料の作成。 にお客様の個人情報を利用させていただく
事があります。
（３） このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については
ホームページ（ http://www.nta.co.jp )でご確認下さい。
（４）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子
的方法等によりお客様の個人情報を提供します。なお、これらの
事業者への個人情報の提供の「停止」を希望される場合は、お申
込み窓口に出発の 10 日前までにお申し出下さい。
９．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2019
年 4 月 25 日現在を基準としています。
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、事前にご確認の上、お申し込み下さい。
西日本 19－065

【お問合せ・お申込】
旅行企画実施
観光庁長官登録旅行業第２号
㈱日本旅行 TiS 福山支店
＊申込受付 5 月 17 日 18 時までとさせて頂きます。
住 所：広島県福山市三之丸町 30-1 JR 福山駅構内
申 込：電話・ＦＡＸにて受付致します。
電 話：084-931-2611 ＦＡＸ：084-932-3202
総合旅行業務取扱管理者：三木 崇義
営業時間：10:00～18:00 土日祝日休業
共同企画：福塩線対策協議会
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での取引きに関する責任者です。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下さい。

