
日 帰 り
※写真はすべてイメージです。 

福岡タワー入場券付 往復（普通車指定席）

こだま号・ひかり号
列車限定のぞみ号

（普通車指定席）

こだま・ひかり号、列車限定 のぞみ号で行く

通常/大人お一人様800円旅行代金

博多博多
日帰り博多

●普通車指定席のご利用となります。　●本券では途中下車はできません。　●往復での利用が原則です。 片道のみ

の払戻しはできません。 ただし、指定の列車が運行不能もしくは2時間以上の遅延があった場合は、当該区間・種別

の割引代金に相当する金額を払戻しいたします。（必ず、駅係員もしくは車掌による証明をお受け下さい。）払戻しは

お申込店に限ります。●予約した列車に乗り遅れた場合、後発列車の指定席・自由席ともにご利用いただけません。

別途、特急券・乗車券の購入が必要です。 乗り遅れた列車の切符は無効となり、払戻等は一切できません。　●本商

品が販売できる座席数には限りがございます。一般席に空席がある場合でも、本商品では満席の場合がございま

す。 往復のお座席が確保できない場合、本商品はお取扱いできませんのでご了承下さい。 ●指定席は乗車日の1ヶ
月前の発売となります。 座席数に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。

JR券のご案内（必ずお読み下さい。） JR利用プランは、割引乗車券及び割引特急券を利用しております。通常の切符とは取扱いが異なりますので、下記の点にご注意下さい。

2020年5月中旬乗車分から、東海道・山陽・九州新幹線に３辺の合計が160ｃｍを超
える荷物（以下、「特大荷物」）を車内に持ち込む場合は、事前に特大荷物スペースつ
き座席の予約が必要（無料）です。ただし、座席には限りがあります。また、3辺の合
計が250ｃｍを超える荷物はお持ち込みいただけません。事前予約せずに特大荷物
をお持ち込みされた場合、車内で手数料（1,000円）をお支払いいただく場合があり
ますので、なるべく荷物は小分けにしていただくようお願いいたします。ご不明な点
は販売店係員にお問い合わせください。荷物の持ち込みに関する詳細は、JR東海
（https://jr-central.co.jp/）・JR西日本（https://www.jr-odekake.net/）・JR九州
（https://jrkyushu.co.jp/）のHPをご覧ください。

基本代金 ご利用の場合は、追加代金

2020年4月1日（水）～2020年9月30日（水）
※但し、6/29・6/30、8/7～8/16は除く（限定のぞみは5/1～5/6の設定なし）

最少催行人員 大人1名様　※こどものみの申し込みはできません。

◆個人旅行/添乗員は同行いたしません。●お客様に旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類

をお渡ししますので、手続きはお客様ご自身で行っていただきます。　●ご旅行中に、お客様のご都合で使用さ

れなかったクーポン券類の払戻しは一切できませんので、予めご了承下さい。●裏面「ご旅行条件」記載の取消

料の対象となる日を過ぎてからの変更は取消料の対象となります。

◆こども代金について/6歳以上12歳未満（小学生）が対象となります。●未就学児でJR座席不要の場合、

おとな1名につき1名無料です。 JR座席ご利用の場合は、こども代金が必要となります。

S208012

行 

程

新幹線こだま号・ひかり号

　　　列車限定 のぞみ号

新幹線こだま号・ひかり号

　　　列車限定 のぞみ号

普通車指定席 普通車指定席お客様ご負担

フリータイム

＊新幹線のグリーン車 ・自由席の設定はございません。 　
＊こだま⇔ひかりの乗換はできません。 こだま⇔こだまの乗換はできません。

設定期間

◆利用可能列車のご案内

全こだま号、全ひかり号、限定のぞみ75号・77号・79号・1号・5号・7号11号
全こだま号、全ひかり号、限定のぞみ52号・56号・60号・62号・64号

往路

復路

JR山陽
各駅

JR山陽
各駅 博多駅 博多駅

（単位：円）

◆基本代金/お一人様 往復 こだま号・ひかり号（普通車指定席）利用+福岡タワー入場券 ※こだま号・ひかり号・列車限定のぞみ号は片道ずつお選びいただけます。
（設定除外日 ： 6/29 ・ 6/30、 8/7 ～ 8/16） 

（単位：円）◆限定のぞみ号利用追加代金/お一人様 片道 ※上記基本代金に下記代金を追加してください。 （設定除外日 ： 5/1 ～ 5/6、 6/29 ・ 6/30、 8/7 ～ 8/16）

利用日 利用列車 発着地
区分 厚狭 新山口 徳山 新岩国 広島 東広島 三原 新尾道 福山 新倉敷 岡山

4月、5/7～6/28
7/1～8/6

8/17～9/30

全ひかり号

全こだま号

おとな 6,600 6,800 8,000 9,400 9,600 11,600 11,600 12,400 12,400 14,200 14,200
こども

（小学生） 3,300 3,400 4,000 4,700 4,800 5,800 5,800 6,200 6,200 7,100 7,100

 5/1～5/6
列車限定ひかり 
531・594号
全こだま号

おとな 7,800 8,400 9,600 12,100 12,600 14,000 15,300 15,800 15,800 17,500 18,000
こども

（小学生） 3,900 4,200 4,800 6,000 6,300 7,000 7,600 8,000 8,000 8,800 9,000

写真提供：福岡市

9/304/12020.
1名様より
出発OK！

出発日当日 まで

お申込みOK！ JR山陽各駅発着
※但し、6/29・6/30、8/7～8/16は除く

※販売店によりお取り扱いできない場合がございます。
※ご希望の列車が満席でお取りできない場合を除きます。

※

海浜タワーとしては日本一の高さ全

長234ｍを誇り、地上123ｍにある最

上階展望室からは福岡市街とウォー

ターフロントを360度のパノラマで一

望!　館内にある「博多土産処 博多傳

や」では、新鮮で美味しい辛子明太

子や地元のお土産を多数取り揃え

ております。ここでしか手に入らない

福岡タワーの人気キャラクター「フー

タくん」の限定グッズもあります。 

写真提供：福岡市

福岡タワー ※4歳~未就学児は200円（現地払い）

CD：60970 施設名：博多はねや総本家　その他LAND 観光券・バウチャーにて発行販売店

●福岡市早良区百道浜2-3-26 　博多駅から西鉄バス利用で約25分
●営業時間/9:30～22:00（入館締切 21:30）　●休館日/6月29日・30日

 ※予告なく、営業日・営業時間の変更がある場合がございます。

●チケット引換場所/福岡タワー1F 「博多土産処 博多傳や」（9:30～18:00）
 ※チケットの引換は9:30～18:00の営業時間内にお済ませください。

●ご利用にならなかった場合でも、旅行代金の払い戻しはございません。

利用日 利用列車 発着地
区分 厚狭 新山口 徳山 新岩国 広島 東広島 三原 新尾道 福山 新倉敷 岡山

4月、5/7～6/28
7/1～8/6

8/17～9/30

列車限定

のぞみ号

追加代金

おとな ー 800 900 1,000 900 1,000 1,300 1,400 1,400 1,500 1,600
こども

（小学生） ー 400 500 500 600 600 650 700 700 800 800



国内旅行傷害保険加入のおすすめ
安心してご旅行していただくため、お客様ご自身で保険をかけられますよう、お勧めいたします。

ご旅行条件＜要約＞　　お申し込みになる前にお読み下さい。

1.募集型企画旅行契約

 （1）この旅行は(株)フジトラベルサービス(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実
施する国内旅行であり、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。　

 （2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件の他、ご
旅行お申込み時にお渡しする旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表
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。

2.旅行のお申し込みと契約の成立

 （1）申込書に所定事項をご記入の上、お一人様につき下記の申込金又は旅行代金
の金額を添えてお申込みいただきます。 お申込金は旅行代金・取消料、又は違
約金のそれぞれの一部として取り扱いいたします。

 （2）電話・郵便・ファクシミリ・その他の通信手段によるお申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、当社から予約の旨を通知した
後、予約の申込みの翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出してい
ただきます。 この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申込みは
なかったものとして取り扱います。 

　（3）旅行代金に対するお申込金（お１人様）

　（4）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し、前（３）項の申込金を受領した時
に成立するものといたします。

　（5）当社提携のクレジットカード会社のカード会員（以下会員）より「会員の署名なくし
て旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に申込みを受けた場合の
旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立します。 ただしe-mail等
の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着し
たときに成立するものとします。

3.旅行催行の中止
　 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日前にあたる日（日帰り旅行は3日前）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。

　（2）取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただ
いた日とします。

 （3）お客様のご都合で出発日・コース・宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の
取消料が適用されます。

5.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旅行日程に明示された交通費・宿泊費・食事代・入

場料・消費税等諸税･空港施設使用料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等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれま

せん。 
6.個人情報の取り扱いについて
　（1）当社及び受託旅行業者は旅行申込みの際に提出された、申込書に記載された個

人情報について、お客様とのご連絡に利用させていただく他、お客様がお申込み
いただいた旅行において運送・宿泊機関等のサービス手配、及びそれらのサービス
を受領するための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

 （2）当社及び受託旅行業者では、①会社および会社と提携する企業の商品サービ
ス・キャンペーンのご案内　②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③ア
ンケートのお願い　④特典・サービスの提供　⑤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）この他、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
（https://fj-t.co.jp）でご確認下さい。

7.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
 この旅行条件は2020年3月1日を基準としています。 又、旅行代金は2020年3月1
日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

4.お客様からの旅行契約の解除（取消料）
　（1）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、

旅行契約の解除を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。 

　●取消日（出発日含まず）に対する取消料率

※残金は出発日前日から起算して15日前までに同一販売店へお支払い下さい。

お申込みの際には、旅行条件書（全文）をお渡しいたしますので、必ず事前に内容をご確認の上お申込み下さい。

●お問合わせ・お申し込み
＜受託販売＞

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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

観光庁長官登録旅行業第895号
旅行企画・実施

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

 10日前～
　　　  8日前11日前以前

  7日前～
　　　 2日前

前日

無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

 3万円未満 6万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上

    6,000円以上 12,000円以上 20,000円以上 30,000円以上 旅行代金の20％以上 

無連絡不参加 及び
 旅行開始後（※1）

当日
（※1を除く）

こだま号、列車限定 ひかり号で行く

博多博多片道プラン片道プラン

9/304/12020.
1名様より
出発OK！

出発日前日 まで

お申込みOK！ JR山陽各駅発着
※但し、5/1～5/6、6/29・6/30、8/7～8/16は除く

※販売店によりお取り扱いできない場合がございます。
※ご希望の列車が満席でお取りできない場合を除きます。

※

●普通車指定席のご利用となります。　●本券では途中下車はできません。　●指定の列車が運行不能もしくは2時間以上の遅延があった場合は、当該区間・種別の割引代金に相当する金額

を払戻しいたします。（必ず、駅係員もしくは車掌による証明をお受け下さい。）払戻しはお申込店に限ります。 ●予約した列車に乗り遅れた場合、後発列車の指定席・自由席ともにご利用いた

だけません。別途、特急券・乗車券の購入が必要です。 乗り遅れた列車の切符は無効となり、払戻等は一切できません。　●本商品が販売できる座席数には限りがございます。 一般席に空席が

ある場合でも、本商品では満席の場合がございます。 往復のお座席が確保できない場合、本商品はお取扱いできませんのでご了承下さい。 ●指定席は乗車日の1ヶ月前の発売となります。 
座席数に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。

〒790-0065　愛媛県松山市宮西1-5-10　フジグラン松山別棟2F

JR券のご案内（必ずお読み下さい。） JR利用プランは、割引乗車券及び割引特急券を利用しております。通常の切符とは取扱いが異なりますので、下記の点にご注意下さい。

◆旅行代金/お一人様 （単位：円）

2020年5月中旬乗車分から、東海道・山陽・九州新幹線に３辺の合計が160ｃｍを超える荷物（以下、「特大荷物」）を車内に持ち込む場合は、事前に特大荷物スペースつき座席の予約が必要（無料）です。ただし、座席には

限りがあります。また、3辺の合計が250ｃｍを超える荷物はお持ち込みいただけません。事前予約せずに特大荷物をお持ち込みされた場合、車内で手数料（1,000円）をお支払いいただく場合がありますので、なるべく荷
物は小分けにしていただくようお願いいたします。ご不明な点は販売店係員にお問い合わせください。荷物の持ち込みに関する詳細は、JR東海（https://jr-central.co.jp/）・JR西日本（https://www.jr-odekake.net/）・JR九州
（https://jrkyushu.co.jp/）のHPをご覧ください。

2020年4月1日（水）～2020年9月30日（水）
※但し、5/1～5/6、6/29・6/30、8/7～8/16は除く

最少催行人員 大人1名様　※こどものみの申し込みはできません。

◆個人旅行/添乗員は同行いたしません。 ●お客様に旅行サービスの提供を受けるために

必要なクーポン類をお渡ししますので、手続きはお客様ご自身で行っていただきます。　

  ●ご旅行中に、お客様のご都合で使用されなかったクーポン券類の払戻しは一切できません

ので、予めご了承下さい。 ●下記「ご旅行条件」記載の取消料の対象となる日を過ぎてからの

変更は取消料の対象となります。

◆こども代金について/6歳以上12歳未満（小学生）が対象となります。
 ●未就学児でJR座席不要の場合、おとな1名につき1名無料です。 JR座席ご利用の場合は、こ

ども代金が必要となります。

S208015

設定期間

片道（普通車指定席）

こだま号・列車限定ひかり号旅行代金
博多片道プラン

新幹線 こだま号・列車限定ひかり号
JR山陽各駅 JR博多駅

普通車指定席

＊新幹線のグリーン車 ・自由席の設定はございません。 　
＊こだま⇔ひかりの乗換はできません。 こだま⇔こだまの乗換はできません。

◆利用可能列車のご案内

全こだま号、ひかり591号・531号往路 全こだま号、ひかり592号・594号復路

往路
又は

復路
お客様ご負担

フリータイム

片道 こだま号・列車限定ひかり号（普通車指定席）利用+福岡タワー入場券

発着地 厚狭 新山口 徳山 新岩国 広島 東広島 三原 新尾道 福山 新倉敷 岡山

おとな 3,400 3,900 4,600 5,800 5,800 6,800 7,400 7,600 7,800 8,500 8,600
こども（小学生） 1,700 2,000 2,300 2,900 2,900 3,400 3,700 3,800 3,900 4,300 4,300

福岡タワー入場券付 通常/大人お一人様800円
※4歳~未就学児は200円（現地払い）

CD：60970 施設名：博多はねや総本家　その他LAND 観光券・バウチャーにて発行

●福岡市早良区百道浜2-3-26 　博多駅から西鉄バス利用で約25分
●営業時間/9:30～22:00（入館締切 21:30）　●休館日/6月 29日・30日
●チケット引換場所/福岡タワー1F 「博多土産処 博多傳や」（9:30～18:00）

 ※チケットの引換は9:30～18:00の営業時間内にお済ませください。

●ご利用にならなかった場合でも、旅行代金の払い戻しはございません。

販売店 写真提供：福岡市写真提供：福岡市


