新しい時代の、安心の旅
Go To トラベル事業支援対象

≪明治のロマン「坂の上の雲」を行く≫

廣瀬武夫の豊後・竹田と
秋山兄弟・正岡子規の道後・松山の旅
出発日： 2020/11/29（日） 又は 2021/1/17（日） 各３泊４日
■ 旅の特徴
1) 江戸から明治へと激変する時代の中、生きぬいた人々。
彼らの生き様を学び、足跡をたどります。
2) 司馬遼太郎「坂の上の雲」で描かれた廣瀬武夫が祀られた
廣瀬神社、秋山兄弟や正岡子規の生家などを訪ねます。
廣瀬神社や秋山兄弟生誕地ではガイドが詳しくご案内します。
3) 日露戦争時の捕虜収容所跡や墓地、衛戍病院跡を訪れます。
ロシア兵捕虜と日本人看護婦の禁断の恋物語から生まれた映画
「ソローキンの見た桜」ロケ地、萬翠荘も見学します。
4) 天然炭酸泉で有名な長湯温泉と日本三古湯のひとつ道後温
泉に宿泊。温泉を堪能できます。

■ 旅行日程
日
次

月/日

1

11/29
1/17

曜 都市名
大分空港発
湯布院着
日 湯布院発
竹田着
長湯温泉着
竹田

2

11/30
1/18

竹田発
月 佐賀関着
佐賀関発
三崎着
松山着

現地
時刻
12:00
13:30頃
14:30
15:30頃
17:00

3

火 松山

X

H

【長湯温泉「大丸旅館」泊】

～

■終日、松山市内見学。
*「坂の上の雲ミュージアム」にて館員による概要説明
*映画「ソローキンの見た桜」でロケ地として使用された「萬翠荘」 11月出発ではロケ写真展も
*ロシア兵捕虜コステンコ・ミハイル＆日本人看護婦タケバ・ナカの禁断の恋
“恋人の聖地” 「松山城二之丸史跡庭園（衛戍病院跡地）」
*正岡子規の生家を復元した「正宗寺子規堂」
*ガイドの説明で、「秋山兄弟生誕地」と「復元された生家」
*秋山兄弟や正岡子規が学んだ「明教館（松山中学校）」 高校敷地内にある為、学校側の事情により急遽見
学できなくなる場合があります
*「道後温泉本館」 11月出発では恒例のすす払い予定
【同上泊】

■午前、引き続き松山市内見学。
*日露戦争捕虜収容所のあった「大林寺」、「御幸町ロシア兵墓地」参拝
*秋本好古の眠る「松山市営墓地」参拝
松山空港着
13:30頃 ■専用バスにて松山空港へ、解散。お疲れ様でした。
※食事マーク： H＝ホテル、R＝レストラン等、X＝なし ※現地訪問先の事情等により、日程が前後する場合がありえますのでご了承ください。
松山

12/2
1/20

X

■廣瀬武夫が祀られている「廣瀬神社」訪問。「廣瀬武夫像と記念館」も見学します。
リニューアルされたばかりの「歴史文化館」にて館員による説明。
11:30 ■専用バスで、佐賀関へ。
13:30頃 ■名物関サバの昼食をどうぞ。
15:00 ■定期フェリーにて対岸の愛媛・三崎へ。
16:10 ■専用バスにて秋山兄弟や正岡子規のふるさと松山市へ。
【道後温泉「ホテル古湧園 遥」泊】
18:30頃 ■日本三古湯のひとつ、道後温泉に宿泊。

17：00

4

■ゆったり専用バスで、湯布院へ。
■自由昼食。
■廣瀬武夫のふるさと竹田市へ。
■滝廉太郎の「荒城の月」で有名な岡城跡と岡城天満神社訪問。
■「美人の湯」として有名で希少な炭酸泉を有する長湯温泉に宿泊。
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ロシア旅行社の取り組み ≪新しい時代の、安心の旅≫
本ツアーでは、３密を避け、安心してご旅行いただけるよう、下記の対策を講じています。
1) ご参加人数は、最少催行人数8名様 （最大18名様）の限定募集です。添乗員が同行します。
2) ご利用いただく専用バスは、ゆったり、定員の半分までのご乗車とします。車内の座席は、1名様で2席をご利用いただき、各自窓側席にご着席いた
だきます。
3) バスは換気機能完備の車両を使用します。移動中は、1時間～1.5時間おきに休憩時間を設け、車内の空気入れ替えを行います。
4) お食事会場は、弊社にて感染防止対策を確認のうえ、厳選しております。
5) 観光地、お食事会場では、お客様同士の間隔を充分に確保いたします。

旅行企画・実施：

株式会社ロシア旅行社

JAPAN-RUSSIAN TRAVEL SERVICE CO., LTD.

〒102-0076 東京都千代田区五番町5-1 第8田中ビル5階
TEL: 03-3238-9101（代） FAX: 03-3238-9110
E-MAIL: fukui@russia.co.jp

担当： 内山・添田

観光庁長官登録旅行業第98号 日本旅行業（JATA）正会員 総合旅行業取扱管理者 添田恵美子

ご旅行条件
■ 旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり）
項 目

料 金

旅行代金（A）

¥138,000

旅行代金への支援額（B）

¥42,000

地域共通クーポン

¥18,000

¥96,000

お支払い実額（A-B）
集合地・解散地
食事
添乗員
最少催行人員
利用予定バス会社

大分空港集合・松山空港解散
朝食3回・昼食2回・夕食2回
同行します。
8名様
大分：大分バス、日豊観光バス、
別府観光バス、大分交通
愛媛：宇和島自動車、伊予鉄道

ご自宅と、本ツアーの発着地との間の交通機関の手配も、
オプショナルとして承ります。ご相談ください。

1. この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
2. 旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引いた金額が
お客様のお支払い実額となります。別途、旅行代金に応じた地域
共通クーポンが付与されます。
3.支援金の受領について 国からの支援金はお客様に対して支給
されますが、当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受
領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引
いた「お支払い実額」をお支払いいた だくこととなります。なお、お
取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受け
いたします。お客様は、当社による代理受領ついてご了承のうえ
お申込みください。

≪国土交通省・観光庁より旅行者の皆様へのお願い≫
・旅行前には、検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合
や風邪症状がみられる場合には、旅行をお控えください。また、
接触確認アプリを積極的にご利用ください。
・旅行中には「新しい旅のエチケット」を心掛けた行動をお願いし
ます。https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001349264.pdf
・観光施設や宿泊施設ほか旅行に際して利用する各施設等にお
いては、検温、本人確認、三密対策をはじめ、その他感染予防に
関する従業員の指示にご協力をお願いいたします。

お申込方法
まずは、弊社までお電話ください。旅行申込書と旅行条件書をお送りしま
すので、ご確認のうえお申込書のご返送ならびにお申込金のお振込み
をお願い申し上げます。
旅行契約は、「旅行申込書」と「申込金」を弊社が受領したときに成立す
るものとします。お申込成立後、今後のお手続きの流れのご案内をお送
りいたしますので、それに従って以降のお手続きをお願い申し上げます。

お申込締切り
2020/11/29発 ⇒ 2020年11月11日（水）
2021/1/17発 ⇒ 2020年12月23日（水）
※人数限定ツアーにつき、満席になり次第、受付終了といたします。

「日本一の炭酸泉」として有名な、長湯温泉

株式会社ロシア旅行社 募集型企画旅行条件と免責事項（要旨）
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、事前にご確認のうえお申し込み下さい。
このご旅行は、株式会社ロシア旅行社が行う募集形企画旅行です。ご旅行条件は、本パンフレット、出発前にお渡しする最終日程表（確定書面）及び当社の募集形企画旅行契約の部によります。
1. 募集型企画旅行契約 この旅行は株式会社ロシア旅行社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、お
客様は当社と当社旅行業約款に基づき募集型企画旅行の契約を結ぶことになります。
2. お申込 所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、所定の申込金を添えてお申込いただきます。申込金は
旅行代金、取消料の一部または全部として取り扱います。
3. 旅行契約成立の時期 お客様との旅行契約については、当社が旅行契約の締結を承諾し、所定の申込金を受
理した時に成立するものとします。
4. お客様による旅行契約の解除 お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除する
ことができます。
5. 特別な配慮を必要と必要とする方 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・
措置が必要となる可能性はあります。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、必ずお申出ください。
6. 旅行条件・旅行代金の基準日 2020年8月3日

※旅行代金に含まれるもの
1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃。
2. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
3. 旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）
4. 旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料（2人部屋に2人ずつ
の宿泊を基準とします）
5. 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料
6. 日本国内の空港施設使用料
7．運送機関の課す付加運賃・料金
8. 添乗員同行費用
※旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。

※国内旅行に係る取消料（旅行契約成立後、旅行契約の解除期日が下記の場合）
①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（②③④⑤を除く）： 旅行代金の20%
②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（③④⑤を除く） 旅行代金： 旅行代金の30%
③旅行開始日の前日に解除する場合： 旅行代金の40%
④旅行開始当日に解除する場合（⑤を除く）： 旅行代金の50%
⑤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%

