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提供元：一般社団法人山口県観光連盟

【募集条件】現在在学中の大学生に限ります 
【旅行代金】お1人様 15,000円 
【旅行期間】2018年8月28日（火）～30日（木） 
【募集人員】各コース 30 名（最少催行人数各 25 名） 
【食 事】朝：2回　昼：3回　夕：2回 
【利用バス会社】防長交通 
【添 乗 員】同行しません（現地係員がご案内します） 
【宿 泊】東コース…サンシャインサザンセト(ツイン2名1室)、ホテルサンルート徳山(ツイン2名1室 
　　　　　　　 (シングル1名1室になる場合があります) ※宿泊はツインルームを基本としているため、1名または奇数人数でのご参加の場合は相部屋となります。 

※喫煙・禁煙は指定できませんので予めご了承下さい。※旅行中、モニタリングを実施致しますので、ご協力下さい。 
※バス・トイレの設備がございます。イベント企画：西京銀行 

　共　　催　：山口県 
　後　　援　：一般社団法人山口県観光連盟 
　協　　賛　：株式会社アデリー/大村印刷株式会社/株式会社カシワバラ・コーポレーション/株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 
　　　　　　　大晃機械工業株式会社/株式会社中特ホールディングス/長州産業株式会社/株式会社長府製作所/株式会社日本セレモニー 
　　　　　　　株式会社花の海/冨士高圧フレキシブルホース株式会社/株式会社フジマ/株式会社ヤナギヤ/山口放送株式会社

※上記画像はイメージであり、実際に訪問しない箇所も含まれます。

山口県が居住地からツアー出発地・解散地 
までの公共交通機関による往復交通費を補助 

（補助率1/2 補助限度額 3万円） 
【問い合わせ先】山口県労働政策課 

TEL : 083-933-3254

【申込先】JTB山口支店 徳山営業所　TEL : 0834-22-0808 FAX : 0834-22-0899 担当 : 神野
〒745-0032 山口県周南市銀座1-12 セマディオビル2F  営業時間 / 9:30~17:30 休業日 / 土・日・祝　総合旅行業務取扱管理者：久保島 宏
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、 

ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご相談ください。

旅行企画・実施 : JTB山口支店 徳山営業所 観光庁長官登録旅行業６４号 
日本旅行業協会正会員　山口県周南市銀座1-12 〒745-0032

E-MAIL：tokuyama@jtb.com  ※裏面にQRコードがございます
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チラシは別途ご用意 
しております

錦帯橋（イメージ）

瑠璃光寺（イメージ） 防府天満宮（イメージ） 周南工場夜景（イメージ） 白壁の町並み（イメージ） 周防大島（イメージ）

山口県内オンリーワン企業訪問 
と 

観光魅力発見の旅３日間



日程 時間 内容 スケジュール 食事 宿泊

8/28 
(火) 
1日目

9:45 集合 新岩国駅 朝：ー

11:00 企業訪問 大晃機械工業株式会社(田布施)

12:15 昼食 株式会社フジマ(柳井） 昼：○

13:30 企業訪問 株式会社アデリー(柳井)

14:40 観光(柳井) ○白壁の街 散策

宿泊 夕：○
サンシャイン 
サザンセト

8/29 
(水) 
２日目

9:00 体験型 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 朝：○

(収穫体験) (周防大島)

昼食 昼：○

13:30 企業訪問 冨士高圧フレキシブルホース株式会社(光）

15:00 企業訪問 山口放送株式会社(周南)

16:30 企業訪問 株式会社西京銀行(周南)

18:00 交流会 ノートルダム周南にて交流会 夕：○ ホテル 
サンルート 
徳山20:30 宿泊 周南市内(泊)

8/30 
(木) 
３日目

7:45 集合 下松市へ移動 朝：○

8:15 企業訪問 株式会社中特ホールディングス(周南)

9:15 移動 岩国市へ移動

10:00 観光(岩国) ◎錦帯橋 ◎岩国美術館

11:15 企業訪問 株式会社カシワバラ・コーポレーション(岩国) 

食事 ※昼食意見交換会 昼：○

14:00 解散 新岩国駅

日程 時間 内容 スケジュール 食事 宿泊

8/28 
(火) 
1日目

9:45 集合 新山口駅 団体バス乗り場 朝：ー

10:30 企業訪問 株式会社ヤナギヤ(宇部)

12:15 昼食 瓦そばたかせ 昼：○

13:45 観光 ○元乃隅稲荷神社 

16:00 企業訪問 株式会社長府製作所(下関)

18:00 宿泊 下関市内(泊) ヴィアイン 
下関夕食：ふく料理 夕：○

8/29 
(水) 
２日目

9:00 企業訪問 株式会社日本セレモニー(下関) 朝：○

10:30 体験型 株式会社花の海

(収穫体験) (山陽小野田) 昼：○

昼食

14:00 企業訪問 長州産業株式会社(山陽小野田)

16:30 企業訪問 株式会社西京銀行(周南)

18:00 交流会 ノートルダム周南にて交流会 夕：○ ホテル 
サンルート 
徳山20:30 宿泊 周南市内(泊)

8/30 
(木) 
３日目

8:00 防府市へ移動 朝：○

9:00 企業訪問 大村印刷株式会社(防府)

10:30 観光(防府) ◎毛利氏庭園・博物館

観光(防府) ○防府天満宮

昼食 味のおもてなし浜 昼：○

14:00 解散 新山口駅

山口県内オンリーワン企業訪問と観光魅力発見の旅３日間若旅 in やまぐち
2018

西 東

周防大島(泊) 
(夕食：ホテルにてBBQ)

凡例：◎入場　○下車　※交通手段は貸切バスとなります。

●募集型企画旅行契約　この旅行は株式会社JTB山口支店 徳山営業所(山口県周南市銀座1-12 観光庁長
官登録旅行業第６４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(以下「旅行契約」という)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(全文)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及
び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。●旅行のお申し込み及び契約成立時期　（1)所定
の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込み下さい。お申込金は、旅行代金お支
払いの際差し引かせていただきます。　(2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの
場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしてい
ただきます。　(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとしま
す。　(4)お申込金(おひとり)は旅行代金全額。●旅行代金のお支払い　旅行代金は旅行出発日の前日から
さかのぼって13日目に当たる日より(お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに)お支払いくだ
さい。

ご旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、
追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出が
ない限り、お客様の承諾日といたします。●取消料　旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される
場合は、下記の金額を取消料として申し受けます(おひとり分)●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(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊代、食事代、コースに明示した
観光入場料及び消費税等諸税　これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払
い戻しいたしません。(コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。)●「通信契
約」を希望されるお客様との旅行条件　当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」とい
う)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(以下「通信契約」という)を条
件にお申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の店で異なります。(受託旅行業者により当該取扱が
できない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。) (1)契約成立
は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき(e-mail等電子承諾通知利用する場
合は、その通知がお客様に到達した時）とします。又申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知
していただきます。(2)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない
場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定
する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。●個人情報
の取扱について　(1)当社及び販売店は、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に必要な範囲内
で利用させていただきます。　また、イベント企画の西京銀行様に参加者名簿及びモニタリングの情報（写
真・紙データ等）を提供致します。●旅行条件・旅行代金の基準　この旅行条件は2018年５月１日を基
準としております。また、旅行代金は2018年５月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出してい
ます。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

承認番号 W1804057

契約解除の日 取消料(お1人さま）

旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって

１．21日目に当たる日以前の解除 無料

２．20日目に当たる日以降の解除(3~6除く) 旅行代金の20%
３．７日目に当たる日以降の解除(４~6除く) 旅行代金の30%

４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%

５．当日の解除(6除く） 旅行代金の50%

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%

左記のQRコードまたはメールにてお申込いただけます 
１．名前（フリガナ） 
２．生年月日 
３．郵便発送先住所 
４．電話番号 
５．大学名 
６．学年 
７．希望コース（西・東） 
８．旅行中の緊急連絡先（身内の方） 
９．同室希望者 をご入力の上、送信してください。受信後担当者よりご連絡致します。

MAIL：tokuyama@jtb.com
ドメイン指定受信設定をされている方は「jtb.com」を受信指定ドメインへ追加をお願い致します。

元乃隅稲荷神社（イメージ） 錦帯橋（イメージ）


