
＜国宝瑠璃光寺五重塔＞
国宝に指定されており、その
美しさは日本三名塔の１つに
数えられています。

＜山口サビエル記念聖堂＞
日本へ最初に渡ったフランシ
スコ・サビエルの偉業をたた
えた教会です。

＜常栄寺雪舟庭＞
大内政弘が雪舟に依頼し築造
したものです。国の名勝に指
定されています。

山口を楽しむ　

日帰り観光タクシープラン

山口を楽しむ　

日帰り観光タクシープラン
2021 年 7月 1 日～ 12 月 31 日の毎日運行

貸切タクシーで山口の人気観光地を巡るツアーです。

山口を良く知る地元ドライバーがご案内します。

乗り換え時間を気にすることなく観光をお楽しみください。

・1～ 3名はタクシー（小型または中型）、4名以上はジャンボタクシー利用となります。
・出発時間は予約時に 9：00 ～ 14:00 の間でご希望の時間をご指定ください。
・入場・拝観料は含まれておりません。別途現地にてお支払ください。
　（参考：山口サビエル記念聖・お一人 100 円以上の献金、常栄寺雪舟庭大人 300 円）
・昼食等食事代は含まれておりません。

新山口駅==山口サビエル記念聖堂==国宝瑠璃光寺五重塔==
　　　　　　　　　　　　　　　　==常栄寺雪舟庭==新山口駅又は湯田温泉

国宝瑠璃光寺五重塔 山口サビエル記念聖堂

【ご案内】（必ずお読みください）
■添乗員は同行しません。　　■最少催行人員：１名
■お申し込みの締め切り：ご出発前日 15:00 まで予約を受け付けます。
■ご旅行中、前途の参加を取りやめた場合は、前途放棄となり、返金致しかねます。
■ご旅行実施中は、関係者の指示に従ってください。円滑なツアーに実施にご協力できない場合は旅行業約款に基
　づき、前途の参加をご遠慮いただく場合がございます。
■天候や交通事情、運送機関の遅れ、現地事情等により行程が一部短縮、変更、削除される場合があります。この
　場合の返金はございませんので、あらかじめご了承ください。　
■「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」等、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上でご参加
　ください。
■ドライバー及びスタッフは検温などの体調管理を徹底し業務中はマスクまたはフェイスガード等を着用します。
　車内に消毒液等を設置します。
〈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、当初の手配内容に含まれない特別な配慮、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、お申し込みの際に必ずお申し出く
　ださい。

日帰り観光タクシープラン（募集型企画旅行契約）ご旅行条件書（一部）

この観光タクシープランはおおすみ観光（株式会社大隅タクシー「以下・当社」）が企画・実施し山口観光
コンベンション協会が販売代行を実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型旅行
企画契約を締結することになります。また、契約の内容、条件はホームページ上で確認できる本旅行条件書
当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。
【旅行のお申込み及び契約の成立・旅行代金のお支払】
●山口観光コンベンション協会へお申し込みください。
●契約は当社が契約の承諾をする旨の通知を発信し、当該通知が旅行者に到達後、ご旅行費用総額のお支払
　いが完了した時に契約は成立します。
《お客様による旅行契約の解除》
お客様はいつでも下記の取消料を払って旅行契約を解除することができます。
※取消料金
旅行開始日の７日前～２日前　旅行代金の 30％
旅行開始日の前日　　　　　　旅行代金の 50％
旅行開始日当日　　　　　　　旅行代金の 100％
●旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱した場合は、お客様の権利
放棄とみなし一切の払戻しをいたしません。
●お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられなくなった時は、お客様は不可能に
なった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金の
内、不可能になった旅行サービス提供に係る経費から、当社が当該サービスを提供する運送機関に支払、
又はこれから支払うべき取消料、違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。

《当社による旅行契約の解除》
次の各項に該当する場合、当社は契約を解除することがあります。
●出発時間に当社からお客様が登録された電話番号に連絡を取った場合に確認連絡が取れない場合。これに
より旅行契約を解除したときは全額払戻しを致しません。
●天災地変等その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全
かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時、これにより旅行契約を解除した
時は、既に収受している旅行代金の全額を払い戻します。
【旅行代金に含まれるもの】
日帰り観光タクシープランタクシー代及び消費税
【旅行代金に含まれないもの】
前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。
【当社の責任及び免責】
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた場合に損害を賠償します。
【お客様の責任】
当社はお客様の故意、又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは
お客様から損害賠償を申し受けます。
【特別補償】
当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の特別補償規程で
定めるところにより、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、その身体、生命
又は手荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
【当社の募集型企画旅行における個人情報の収集について】
当社は旅行お申込みの際に提出頂いた個人情報について、お客様との連絡のためや運送機関等の提供する
サービスの手配及び受領のための手続に利用させて頂くほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に
提供致します。

【旅行企画・実施】
山口県知事登録旅行業第２－101 号
株式会社大隅タクシー　おおすみ観光
総合旅行業務取扱管理者　西山　和則
〒753-0871　山口市朝田 928-1
TEL:083-922-7611  FAX:083-924-2721

【問合せ・申込先】
山口県知事登録旅行業第２－140 号
一般財団法人　山口観光コンベンション協会　新山口営業所
総合旅行業務取扱管理者　田村　憲正
〒754-0041　山口市小郡令和一丁目 2番 6号（新山口駅北口 2階）
TEL:０８３－９０２－００３７　FAX：０８３－９２９－３２３４
E-mail: shinyamacity2018@dune.ocn.ne.jp

博覧会ガイドブック１台に１冊プレゼント
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ゆめはくとは、山口県央連携都市圏域（山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、
山陽小野田市、島根県津和野町）で開催する『山口ゆめ回廊博覧会』の愛称。
ゆめはくでは、地域の特徴をいかしたイベントが盛だくさん！
特別な場所で体験するアートと食のコラボレーションや、普段は見ることができ
ない場所を案内するスペシャルなまち歩きイベントなど、
ゆめはくで、「いま・ここ」でしか体験できないイベントに参加しよう !!

公式サイト



新山口駅==国宝瑠璃光寺五重塔==秋吉台・秋芳洞==新山口駅又は湯田温泉

・1～ 3名はタクシー（小型または中型）、4名以上はジャンボタクシー利用となります。
・出発時間は予約時に 9：00 ～ 13：00 の間でご希望の時間をご指定ください。
・入場・拝観料は含まれておりません。別途現地にてお支払ください。（参考：秋芳洞　大人 1,300 円）
・昼食等食事代は含まれておりません。

新山口駅==山口サビエル記念聖堂＝＝国宝瑠璃光寺五重塔＝＝
　　　　　　　　　　＝＝防府天満宮＝＝毛利氏庭園＝＝新山口駅又は湯田温泉

・1～ 3名はタクシー（小型または中型）、4名以上はジャンボタクシー利用となります。
・出発時間は予約時に 9：00 ～ 13：00 の間でご希望の時間をご指定ください。
・入場・拝観料は含まれておりません。別途現地にてお支払ください。
　（参考：山口サビエル記念聖・お一人 100 円以上の献金、毛利氏庭園大人 400 円）
・昼食等食事代は含まれておりません。

新山口駅＝＝山口サビエル記念聖堂＝＝国宝瑠璃光寺五重塔＝＝常栄寺雪舟庭＝
　　　　＝＝津和野殿町周辺散策＝＝太鼓谷稲荷神社＝＝新山口駅又は湯田温泉

・1～ 3名はタクシー（小型または中型）、4名以上はジャンボタクシー利用となります。
・出発時間は予約時に 9：00 ～ 10：00 の間でご希望の時間をご指定ください。
・入場・拝観料は含まれておりません。別途現地にてお支払ください。
　（参考：山口サビエル記念聖・お一人 100 円以上の献金、常栄寺雪舟庭大人 300 円）
・昼食等食事代は含まれておりません。

新山口駅＝＝山口サビエル記念聖堂＝＝国宝瑠璃光寺五重塔＝＝
  ＝＝萩明倫学舎・城下町散策＝＝松陰神社・松下村塾＝＝新山口駅又は湯田温泉

・出発時間は予約時に 9：00 ～ 10：00 の間でご希望の時間をご指定ください。
・入場・拝観料は含まれておりません。別途現地にてお支払ください。
　（参考：山口サビエル記念聖・お一人 100 円以上の献金、萩明倫学舎大人 300 円）
・昼食等食事代は含まれておりません。

新山口駅＝＝藤河内茶園＝＝ときわ公園＝＝
きららガラス未来館 ( 又は本山岬公園「くぐり岩」)＝花の海＝＝
新山口駅又は湯田温泉

※きららガラス未来館は、毎週月・火曜日
　（ただし月・火曜日と祝日が重なった場合は開館し翌平日振り替え休館日）、年末年始等が閉館となります。
・1～ 3名はタクシー（小型または中型）、4名以上はジャンボタクシー利用となります。
・出発時間 9：00 ～ 10：00
・入場・拝観料は含まれておりません。別途現地にてお支払ください。（参考：秋芳洞　大人 1,300 円）
・昼食等食事代は含まれておりません。

新山口駅＝＝元乃隅神社＝＝角島大橋（展望台から眺望）＝＝道の駅北浦街道ほうほく＝
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝秋吉台（車窓）＝＝新山口駅又は湯田温泉

・1～ 3名はタクシー（小型または中型）、4名以上はジャンボタクシー利用となります。
・出発時間 9：00
・入場・拝観料は含まれておりません。別途現地にてお支払ください。（参考：秋芳洞　大人 1,300 円）
・昼食等食事代は含まれておりません。
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防府天満宮 山口サビエル記念聖堂

太鼓谷稲荷神社常栄寺雪舟庭

国宝瑠璃光寺五重塔 秋芳洞 松下村塾萩明倫学舎

角島大橋元乃隅神社

きららガラス未来館ときわ公園
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