
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

旅行企画・実施株式会社 日放ツーリスト 観光庁長官登録旅行業第６６５号 

日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 小林勲       担当：矢沢、前野  
〒150-0047東京都渋谷区神山町４－１４第三共同ビル  TEL:03-3481-7666 FAFAX:03-3481-7664 

企画監修：ＮＨＫ文化センター 

【旅行概要】この旅は現地集合・解散の旅です！ 
●実 施 日：2017年 10月 31日（火）～11月 1（水）＜１泊 2日＞ 
●旅行代金：会員・非会員同額  お一人様  45,500 円  
                 シングル部屋利用します！  
●同行講師：奥田一重先生（全行程同行）  
●添乗員：同行無し。  
●募集人員：20 名様（最少催行人数 15 名様）  
●集合場所：ＪＲ奈良駅  
※集合場所に関しましては、ご自宅へお送りいたします最終のご案内書面掲載地図にて 
ご確認ください。（最終のご案内書発送時期：ご旅行前 10日前後） 
●解散場所：ＪＲ奈良駅  
●申込締切：2017 年 9 月 27 日（水）   
●バス会社：（株）大和ジェット観光バス（小型バス）  
※初日は路線バス利用、2 日目のみ小型バス利用 。  
●食事条件：朝食 1 回／昼食 1 回／夕食１回   
●宿泊ホテル：スーパーホテル LOHASＪＲ奈良駅  
※とても清潔感があり、人気のビジネスホテルです。  
※ツイン部屋はございません。全室シングル部屋のみ   
 
＜行 程＞★催行決定後見学チケットを購入します。お早めにお申込み下さい。チケットは買取となりますのでお客様理由でのお取消しの場合は、旅行業で定め 
られた取消料の他、正倉院展の入場券代 1000円が別途かかります。ご了承下さい。 
 
1日目 10月 31日（火） 
正午 12：30 ＪＲ奈良駅東口集合 ※昼食をお済ませの上ご集合下さい。 
見学に不要な荷物はホテルへ宅配（有料／実費）で送られるか、早めに奈良へご到着いただき、ホテルにお預け下さい。 
路線バス（バス代は旅費に含まれておりません。実費払い）にて奈良国立博物館へ奥田先生のご案内で移動。 
13：15 奈良国立博物館着。 
（到着後、入場列に並んでいただきます。当日の混みあいにもよりますが２時間ほど並んでいただくこともございます。） 
15：30～17：00 正倉院展見学 ※閉館まで鑑賞。 17：30 ホテル着 18：30～ 駅周辺にて夕食（和食） 

     ＜天然温泉スーパーホテル LOHASＪＲ奈良駅宿泊＞ 
2日目 11月 1日（水）  
08：15ホテル発  
聖武・光明皇后稜、興福寺、法華寺、昼食、平城京址（大極殿、奈良文化財研究所） 
16：20迄にＪＲ奈良駅に到着。解散 
現地事情により２日目は見学の順番が前後する場合もございます。 
 

奥田一重先生 プロフィール 
ＮＨＫ報道局エグゼクティブプロデユーサー、 NHK正倉院プロジェクト統括プロデューサーを経て、 
現在日本記者クラブ会員、奈良市観光大使、ＮＨＫ文化センターにて正倉院に関する講座の講
師を務める。 
●正倉院に関する著作 
「ドキュメント正倉院」日本放送出版協会／「正倉院の宝物・ビデオシリーズ」 ＮＨＫエンタープライズ 

講師：奥田一重先生 
秋の正倉院展と光明皇后ゆかりの地を訪ねる旅 
～ 興福寺、法華寺「特別公開」秘仏も見学！～ 

 
 

 

第 69回 正倉院展の魅力！ 
本年の正倉院展には、北倉 10 件、中倉

25件、南倉20件、聖語蔵3件の、合わ

せて 58件の宝物が出展されます。 

＜旅のお誘い＞ 
紅葉の季節、奈良で年に一度の正倉院展が開かれます。１０月下旬から凡そ２週間、普段公開されることのない正倉院の 
宝物が 70 点余り奈良国立博物館で展示されます。1250 年前、天平時代の宝物は私たちに時空を越えて、その時代の人々の心
や、様々な文化を語り掛けてきます。この時期に合わせて１１月初めの奈良を訪ね、正倉院展の貴重な宝物を見学し、 
その美しさや技、時代背景などを鑑賞します。また正倉院に宝物を献納した光明皇后ゆかりの地を巡り、宝物を後世の人々に伝えよ
うとした光明皇后の思いや人物像をひもときます。 

奥田一重先生 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
正倉院 

 

興福寺、法華寺の特別公開も 
旅の見所です！ 

正倉院展以外に今回の旅では２箇所の 
寺院にて特別公開をご覧いただけます！ 

 
●興福寺 下記国宝以外で更には 30点程の国宝も
ご覧いただけます。 
阿修羅像、乾漆八部衆立像、乾漆十大弟子立像、
木造金剛力士立像など。 
 
●法華寺 下記全て国宝 
十一面観音菩薩立像、阿弥陀如来像、  
維摩居士坐像（ゆいまこじざぞう） 

 

＜ お申し込み手順一覧表 必ずご一読お願いいたします。＞ 

 
①お申込書を弊社宛郵送または 

ＦＡＸでお送りください 
 
ＦＡＸ（0３）３４８１-７６６４ 

②お申込金（12,000 円）または、
旅行代金全額を日放ツーリスト,
へお振込み下さい 

振込口座 みずほ銀行 東京営業部 
   普通預金 2717288 
    「日放ツーリスト」 
 

③参加申し込み手続き完了 

※申込書及び申込金（旅行代金）の双方

を受領した後に正式な参加申込となり

ます。ご注意下さい。 

 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は、株式会社日放ツーリスト（東京都渋谷区神山町４－１４第三共同ビル、国土交通大臣登録旅行

業第６６５号、以下当社という）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す

ることになります。また、旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（前文）出発前にお渡しする最終旅行日程表及

び、当社募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 

(1)当社所定のお申込書に所定の事項を記入し、お申込金または旅行代金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代

金残金ご請求の際差し引かせていただきます。 

(2)電話、郵便、ＦＡＸによる申込みの場合、電話による予約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ない場

合は当社は申込みがなかったものとして取り扱います。 

(3)旅行締結は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立します。 

(4)申込金  

旅行代金 お申込金 旅行代金 お申込金 
3 万円未満 6,000 円 15 万円未満 30,000 円 

6 万円未満 12,000 円  

10 万円未満 20,000 円 

●取消料 
旅行開始日の前日より起算して21日目にあたる日以前の解
除（日帰りに当たっては11日目） 

無料 

20日目にあたる日から8日目までの解除 
（日帰りに当たっては10日目） 

旅行代金の２０％ 

7日目から2日目までの解除  旅行代金の３０％ 

前日の解除 旅行代金の４０％ 
出発日当日の解除 旅行代金の５０％ 
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％ 

 
 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、見学料及び消費税諸税※上記費用

はお客様の都合で一部ご利用になられなくても払戻する事は出来ません。 

●特別保障 

当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無に関らず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づ

き、お客様が募集型企画旅行参加中、に急激勝つ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害に

ついて、以下の金額の範囲において、保証金または見舞金を支払います。 

・死亡保証金：1,500 万円 ・入院見舞金 2～20 万円 ・通院見舞金 1～5 万円 ・携行品損害補償金：お客様 1 名につき～15 万円（但

し、補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします。） 

●国内旅行保険の加入について 

ご旅行中、病気や怪我により多額の治療費がかかる場合があります。また、事故の場合加害者への損害請求や賠償金回収が困難な

場合があります。これらを担保するためお客様個人で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。 

●事故等のお申し出について 

旅行中に事故などが生じた場合には直ちに添乗員、現地係員等旅行サービス提供機関、弊社へ通知ください。 

●個人情報の取り扱いについて 

当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほ

か、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のため

の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社では①商品やキャンペーンのご案内②旅行参加後のアンケート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ことがあります。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は 2015 年 8 月 13 日を基準としています。また、旅行代金は 2010 年 6 月 24 日現在有効な運賃・規則を基準に算出して

います。 

 

旅行企画・実施 株式会社日放ツーリスト 
観光庁長官登録旅行業６６５号 （社）日本旅行業協会正会員 

総合旅行業取扱管理者 小林勲 

〒150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４ 第三共同ビル 
TEL（０３）３４８１－７６６６ FAX（０３）３４８１－７６６４  担当 矢沢、前野 

＜参考情報＞ 交通機関のご案内 ※秋のスケジュールは若干変更となります。目安としてお考えください。 
往路）東京発 08:30＜ＪＲ新幹線のぞみ 17号＞京都着 10：48／京都発 11：03＜ＪＲみやこ路快速・奈良行き＞奈良着 11：48 

復路）奈良発 16:53＜ＪＲみやこ路快速・京都行き＞京都着 17:43／京都発 17:55＜ＪＲ新幹線のぞみ 42号＞東京駅着 20:13 
★ツアー催行が決まりましたらお客様へご連絡させていただきます。催行決定後にお客様ご自身にて新幹線のご予約をお願いします。 

 

http://www.kohfukuji.com/property/cultural/014.html


 

講師：奥田一重先生 
秋の正倉院展と光明皇后ゆかりの地を訪ねる旅 

～ 興福寺、法華寺「特別公開」秘仏も見学！～ 
ＦＡＸ：03-3481-7664（株）日放ツーリスト 矢沢・前野宛 

出発日：2017 年 10 月 31 日（火） 

 

★ご住所が異なる場合はお一人ずつ別の用紙にご記入下さい。             申込日    年   月   日 

ふりがな  性 別 生年月日 

氏  名 

 

 
男・女 

西暦 

   年   月   日（満   歳） 

ふりがな  性 別  生年月日 

氏  名  
男・女 

西暦 

   年   月   日（満   歳） 
ふりがな  電話番号 

住  所 

郵便番号（  -   ）携帯電話番号    -  -           

 

                                     

（    ） 

ファックス番号 

（    ） 
 

緊急連絡先 

お名前：                続柄： 電話番号 

住所： 〒 

                            
 

（    ） 

NHK 文化センター所属教室名：         教室 講座名：                    

 

この企画を何でお知りになりましたか。下記該当するものに印をお付け下さい。 

 
 
□講師からの紹介 □教室での案内 □友人の紹介 □旅座をみて(チラシ・Web) □ホームページ  
個人情報の利用目的を含めたお客様のお申込書の取り扱いにつきましては、裏面「個人情報の取り扱いについて」
を必ずご確認いただき、下記チェックボックスのどちらかをチェックの上、弊社担当者宛に返信いただきますよう、
お願い申し上げます。 
 

□同意の上、上記個人情報を提供する   □同意しない 
 

【旅座ご参加の皆様に付保される国内旅行総合保険のご案内】 
 
日放ツーリストが企画・実施する「旅座」（国内募集型企画旅行）にご参加される皆様には、当ご旅行期間中（注）、
安心してご参加頂けるよう、万が一の備えとして国内旅行総合保険を付保しております。付保される保険の内
容は下記の通りとなりますので予めご確認をお願いいたします。なお、補償内容が不足とお考えの方は補償内
容を更に追加する保険もお申込みいただけます。お気軽に担当者までご相談下さい。（引受保険会社：東京海上
日動火災保険）： 
 
死亡・後遺障害保険金額：６２５万円 入院保険金日額：９，０００円 通院保険金日額：５，０００円 賠
償責任保険金額：３，０００万円  
（注）旅行期間中とは、所定の集合地から所定の解散地までになります。それ以外の期間は対象外になります。 
 
 ※旅座商品をお申し込みの全てのお客様（幼児含む）が対象となります。 

※この保険は日放ツーリストが引受保険会社と別途契約する国内旅行傷害保険に基づいて補償されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ご旅行「参加申込書」の個人情報の取り扱いについて 

株式会社日放ツーリスト（以下「当社」といいます）は、お客様の個人情報の保護に努めております。この個人情報の取り扱い

は、お客様のご依頼される旅行（渡航）に必要な手続きを行うためにご提出いただきました「ご旅行参加申込書」（以下「申込

書」といいます）に、ご記入された個人情報の利用目的、管理、運用について規定するものです。なお、「申込書」にご記入・

入力され、ご提出されることで以下に明記される内容に同意されたものとさせていただきます。 

1．個人情報の利用目的 

当社は、ご旅行の際に提供いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、

お申し込みいただいた旅行に係わる運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスを受けるための手続

きに必要な範囲内で利用させていただきます。・その他として、当社は以下の場合についてもお客様の個人情報を利用させてい

ただくことがあります。 

(1) 当社及び当社と提携する企業の商品やキャンペーン等に関するご案内 (2)各種問い合わせ及び資料請求等に関する諸対 

応 (3)アンケートのお願いやキャンペーン等の当選・採用の通知、または商品の提供等に関わる諸対応 (4)統計資料の作成 

(5)当社は保険代理店業を営んでおり、当該業務遂行に必要な範囲でお客様の個人情報を利用させていただきます。 

2．個人情報の第三者への提供 

当社は、お客様より取得させていただいた個人情報を適切に管理し、あらかじめ、お客様の同意を得ることなく、第三者に提

供いたしません。ただし、以下に示す事項に該当する場合は除きます。     

1）法令に基づく場合 2）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき  3）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき 4）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事業を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき当社は、旅行先

でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、

お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、予め電子的方法等で送信することによって提供いた

します。なお、当社は、お申し込み頂いた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内、又は当社の

旅行契約上の責任を履行するための範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社及び手配代行業者に対し、お客様の氏名、性別、住所、

電話番号、旅券番号等必要と判断する情報を電子的方法で提供する場合があります。これらの個人情報の提供が不都合な場合や

事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、提供を停止いたしますので、当社の「個人情報お問い合わせ窓口」ま

でお申し出ください。 

3．個人情報の取得・利用 

当社は、お客様の個人情報を取得・利用する場合は、以下の取り扱いをさせていただきます。  

（1）取得目的・利用範囲をお申込書、パンフレット等に明示し、同意を得ます。 （2）お客様の同意がない限り、取得目的以

外の利用はいたしません。（弊社では出発案内に氏名、部屋割を掲載する場合があります） （3）委託、第三者提供する場合

は、あらかじめその旨を明示し、同意を得ます。 （4）お客様が未成年者の場合は親権者の同意を得ます。 

4．個人情報の委託 

当社は、上記 1．に記載された利用目的の達成のために当社の保有する個人情報の一部又は全部を委託する場合があります。そ

の場合は、委託する個人情報の安全が図られるよう、十分な個人情報の保護水準を満たす者を選定し、かつ、適切な管理・監督

を行います。 

5．個人情報に関するお問い合わせ、開示、訂正、削除について 

当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除（消去）、利用の停止または第三者への提供の停止をご

希望される方は、必要な手続きについてご案内させていただきますので、下記の「個人情報お問い合わせ窓口」までお申し出く

ださい。 

【個人情報お問い合わせ窓口】 

株式会社 日放ツーリスト 〒150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４ 第三共同ビル TEL：03-3481-7666   E‐mail：

honsha@nippo-tourist.co.jp   

受付時間：月～金 9：30～18：00（ただし、12：00～13：00は除く） 土・日・祝祭日及び年末年始は休業   

※：開示、削除のお申し出は上記の窓口への郵送に限らせていただきます。○個人データの内容の訂正、利用の停止、第三者へ

の提供の停止ご旅行をお申し込みただいた店舗、又は当社営業担当者までお申し出ください。   

6．個人情報が漏えいした場合 

当社の個人情報が万一漏えい等の問題が生じた場合には、直ちにお客様にご連絡します。必要に応じ当社のシステムを一時停止

する措置をとり、速やかにホームページ等で事実関係等を公表させていただきます。 

7．クッキーの使用について 

当社のウェブサイトの機能向上又はサービス向上及びセキュリティーを確保するために、「クッキー」を使用することがありま

す。    

※クッキー：ウェブサイトがお客様のＰＣのウェブサイトに情報を保存し、あとで取り出すことができる機能です。当サイトに

アクセスするお客様に適切な情報提供を行うためや、不正アクセスを防止し、お客様のセキュリティーを確保することを目的と

しております。 お客様のご連絡先が判明するような情報は含まれておりません。 

  

株式会社日放ツーリスト 

                                        個人情報保護管理者：梅村 憲 

                                                                                  


