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鳥羽国際ホテル利用
優雅にゆったり過ごす



での予約特典

※画像はイメージです。

多くの観光スポットが集まる、三重県鳥羽エリア！
飼育種類数が日本一の鳥羽水族館や、イルカ達とのふれあい体験ができるイルカ島、
「女性の願いなら一つは叶えてくれる」と信仰されている
鳥羽三女神の一つの南鳥羽・相差町の氏神である神明神社など魅力がたくさんの鳥羽エリアです。
また伊勢・志摩にも近く、幅広く観光施設が多いエリアになります。
24の観光施設の入場・入館可能チケットと
乗車券付きの伊勢・鳥羽・志摩スーパーパスポートのまわりゃんせ付きの1泊2日のフリープランです。

鳥羽から伊勢神宮・おかげ横丁を結ぶ、全長１６ｋｍの
“天空のドライブウェイ”と呼ばれる伊勢志摩スカイライン

人魚のモデルとも言われているジュゴンを日本で唯一飼育しており、
飼育種類数が日本一の水族館。

女性は必見?!石上さん（神明神社）

御宿泊先：鳥羽国際ホテル
※画像はイメージです。

恵みの食と海の絶景を楽しむ伊勢志摩の迎賓館。
50年を超える歴史の中で、皇族方、海外の国賓を
幾度となくご利用になった、歴史あるホテルになり
ます。真珠の海を眼下に、伊勢志摩の旬の食材を
使用した食事をお楽しみください。（ご予約時に、和
食とフレンチとお選びください）すべての客室には、
ミキモトコスメティックスのアメニティをご用意してお
ります。

鳥羽駅から無料シャトルバスで約5分という好ロケ
ーションで、鳥羽水族館・ミキモト真珠島まで車で約
5分、伊勢神宮内宮まで車で約25分など、伊勢・志
摩・鳥羽の周辺観光の拠点としてご利用いただけ
ます。

大浴場は、系列の潮路亭にて、ご入浴いただけま
す。「ミキモト コスメティックス」が、潮路亭のために
開発したパールオーロラ風呂をご堪能ください。キ
ラキラ輝くパール調のお湯が、非日常の気分を演
出します。
※パールオーロラ風呂は、「温泉」ではございません。

近鉄列車で行くっ！

Trip adviser Ranking 1位：鳥羽市のホテル/旅館110軒中

ラウンジで使えるチーズケーキセット券
おひとり様１枚付き！！

不動の人気を誇る鳥羽国際ホテルのチーズケーキ。
良質な素材を求め、やわらかなスポンジとまろやかな甘密のハーモニーが
お口の中で広がります。50年以上変わらぬ製法で、ホテル人気商品です。

現地で自由に過ごせるフリープラン！

世界で初めて真珠の養殖に成功した島
ミキモト真珠島

プリマツアーズのスタッフもいただきました!!

レモンの酸味と甘さのバランス
がよく、とても美味しい！

めっちゃおいしい！
もう一度食べたい！
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東京都港区虎ノ門１丁目１－２０ 虎ノ門実業会館３Ｆ

ＴＥＬ：０３－３５１９－７８８１
ＦＡＸ：０３－３５１９－７８８２

大阪 〒５４２－００８１
大阪市中央区南船場２－５－８長堀コミュニティビル５Ｆ

ＴＥＬ：０６－６２６１－２０１１
ＦＡＸ：０６－６２６１－１９１１

E-Mail : info@primatours.co.jp Website: https://www.primatours.co.jp/

日次 スケジュール 食事

１日目

10/24(土)

大阪難波駅（05：00～12：00）発 → 近鉄特急列車ご利用
ご出発から3時間半ほどで鳥羽駅着 → フリータイム（お客様負担） → 宿泊施設へ

【 鳥羽泊 】

朝食 ×
昼食 ×
夕食 〇

２日目

10/25(日)

宿泊施設・・・フリータイム（お客様負担）
鳥羽駅（15:00～21:00発) 近鉄特急列車ご利用 → 大阪難波駅到着後、解散

朝食 〇
昼食 ×
夕食 ×

●フリープランコース

１泊２日 １０月２４日（土）～１０月２５日（日）

●大阪発着、近鉄電車利用

●宿泊予定ホテル（鳥羽）：鳥羽国際ホテル

●食事：1日目夕食、2日目朝食付き

● 少催行人数：2名

●近鉄電車まわりゃんせチケット付き

近鉄電車：

発駅からフリー区間（松阪～賢島）の往復乗車券・特急券

近鉄電車：

松阪～賢島間乗り放題（フリー区間用特急引換券4枚付き

現地のバス・バス乗り放題（区間指定あり）

志摩スペイン村など24の観光施設に入場・入館可能

パスポート呈示で特典いろいろ！

●添乗員は同行しません。
●現地、レンタカーの手配も可能でございます。（有料）

ご旅行代金 まわりゃんせパスポート付き １泊２日
（2名1室夕・朝食付き） 御一人様あたり

鳥羽国際ホテル
オーシャンビュースイート（56㎡ 海側 洋室） ５３,０００円

※お子様料金についてお問い合わせください。

※スケジュール及びプログラムの内容は、
現地の都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。
【基本旅行代金に含まれるもの】
・往復運賃・料金
（乗車券：大阪難波～近鉄鳥羽＋近鉄特急 指定席）
・宿泊代・特典代・消費税
下記ご旅行代金には下記費用が含まれておりません。
・まわりゃんせ対応外の入場・入館料金
・ホテル敷地内の旅館「潮路亭」の温泉大浴場をご利用の場合は、

入湯税150円が別途必要です。
・ホテル駐車場代、各施設の入場料などは、旅行代金に含まれておりません。
（注1）混雑によりご希望通りの列車でのお手配が出来ない場合がございます。
（注2）近鉄特急のご利用について
近鉄特急は全席座席指定です。あらかじめ特急券にお引換えのうえご乗車ください。
(引換時に座席を指定します。)
列車手配時に座席が離れる場合がございます。自由席の設定はございません。
（注3）デラックスカー・観光特急しまかぜご希望の場合は追加料金が発生します。
（注4）・近鉄特急は全席指定となりますので、

乗り遅れ時は特急券の新規購入が必要となります。
＊独自のプランをお持ちでしたら、ご予算・ご希望に合わせてのアレンジプランでの

手配も可能でございますので、ご遠慮なくご相談ください。

Go to トラベルキャンペーン利用

Go to トラベルとは？
7月29日より第一弾の旅行代金の割引販売（ 大35%)を開始しました。
地域共通クーポンは10月1日からの実施を予定しております。

３９,０００円



旅行企画・実施
観光庁登録一般旅行業第1139号 JATA正会員

TCI-JAPAN / ティ・シィ・アイ ジャパン株式会社
（テクニカル コミュニケーションズ インテリジェント ジャパン）

総合旅行業務取扱管理者 早崎 寛
本社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1-20虎ノ門実業会館3F

（社）日本旅行業協会正会員

・・・お問い合わせ、お申し込みは・・・
受託販売
JATA正会員 大阪府知事登録旅行業第3-1574号
プリマツアーズ株式会社

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目5-8 長堀ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾋﾞﾙ5F
TEL： 06-6261-2011 / FAX： 06-6261-1911

総合旅行業務取扱管理者 持田 寿代

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1-20 虎ノ門実業会館3F
TEL： 03-3519-7881 / FAX： 03-3519-7882

総合旅行業務取扱管理者 畠山 信一

■取消料の金額は、契約書面に明示します。
■旅行条件要旨基準日 この旅行条件要旨の基準日は、2020年8月1日です。旅行代金は2020年8月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として、算
出しています。
※ご注意 （1）お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の責に帰すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券を
ご購入いただきます。また、ご予約便の払い戻しもできません。（3）悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、当該旅行サービス
に対する取消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。
※そのほかの旅行業約款については、当社のPDF（https://www.tcijapan.co.jp/company/pdf/yakkan02.pdf）をご参照ください。
■当サイトの運営に際し、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、適正な管理を行うことに努めております。
【個人情報の利用目的】a) お客様のご要望に合わせたサービスをご提供するための各種ご連絡。b) お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。
※そのほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については、当社Webサイトのプライバシーポリシー（https://www.tcijapan.co.jp/contact/）をご参照ください。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所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りましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

パンフレット記載について（お申し込みの前に必ずお読み下さい。）

■募集型企画旅行契約 この旅行はティ・シィ・アイ ジャパン株式会社（テクニカル コミュニケーションズ インテリジェント ジャパン）（以下「当社」という）が企画して実施するものであり、お客さまは、当社と募集

型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、契約の内容・条件は、本パンフレット、旅行条件書、確定書面（旅程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当

企画旅行はプリマツアーズ㈱が当社との提携ならびに特別契約に基づき、旅行販売を担当いたします。

■旅行契約の申込み・旅行契約成立 （1）所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取り

扱います。

■当社および当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から

起算して3日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。（3）契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。（4）旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって21日前までに全額お支払いいただきます。ただし、20日前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全額お支払いいただきます。

■添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必要な書類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行っていただき

ます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行っていただきます。

■契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につき次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と同

額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参加のお客さまから運送・宿泊

機関等の（1台/1室当たりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際に係る「1人

部屋追加代金」③その他募集広告内で「○○追加代金と表示したもの

■割引代金 ①1部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりのお部屋割引代金②その他募集広告内で「○○割引代金」と称するもの

■旅行代金のお支払い 申込時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日（原則として21日前）迄にお支払いいただきます。

■旅行契約の解除 お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより契約を解除できます。

旅行契約の解除期日 取消料

イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の20％

ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合（ハからホまでに掲げる場合を除く） 旅行代金の30％

ハ.旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40％

ニ.旅行開始日の当日の解除する場合（ホに掲げる場合を除く） 旅行代金の50％

ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

※申込書と一緒に身分証明証（運転免許証・保険証など）を必ずご提出ください。

フリガナ 性別 生年月日

氏名 男 ・ 女
西暦 年

月 日

現住所

〒 －

都道 市 郡

府県 区

TEL： － －

携帯： － －

E-mail：

勤務先

部署
勤務先英文

勤務先住所 〒 －

旅行中の
連絡先

氏名 TEL： － －
続柄： （ ）

部屋タイプ □和室 □洋室 出発地
国内旅行
傷害保険

□加入する
□加入しない

個人情報の取り扱いご記入頂きました個人情報につきましては、プリマツアーズ㈱がご旅行に関わる手配業務に利用致します。（航空機・ホテル手配、出入
国書類作成、査証代理申請、緊急連絡先確認等）これらの目的以外に無断で利用することはありません。
尚、ご提出頂きました個人情報は当社にて厳重に管理致します。

下記申込書にご記入頂き、メールまたはFAXにてお送りください。 info@primatous.co.jp
ＦＡＸ：大阪０６-６２６１-１９１１ 東京０３-３５１９-７８８２


