
日程 地名 交通機関時刻 摘　　要

※最も新しい資料に基づいて作成されていますが交通機関の都合により発着時間が変更になる場合がございます。

日程表

TEL. 06-6209-0707 FAX.06-6209-0606
(株)日本旅行  関西企画旅行支店

総合旅行業務取扱管理者 児玉 宏明　営業時間／月～金 10:00～18:00 土・日・祝休業

観光庁長官登録旅行業第2号

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引に関する責任者です。
この旅行規約に関し担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

(社)日本旅行業協会会員ボンド保証会員

旅行業公正取引協議会

お申し込み、お問い合わせは・・・
旅行企画・実施

朝
食
昼
食
夕
食

ご旅行条件(要約) お申込みの際は、必ず「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受取りいただき、ご確認の上、お申し込みください。尚、「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホームページhttp://www.nta.co.jpからもご覧になれます。

空路、ドバイ乗継、ウィーンへ。

世界遺産「エッゲンベルグ城」にて、大阪城天守
閣主幹「北川央」先生の解説のもと、「大坂図屏
風」を見学。また、◎エッゲンベルグ城内のそれ
ぞれの豪華なお部屋も見学します。

ご昼食後、グラーツ市内観光。
旧市街ウォーキングツアーをお楽しみ頂きます。
○霊廟と○大聖堂、○中央広場と○市庁舎など
を巡ります。

グラーツ郊外観光。
◎リーガースブルク城、◎ヘルベルシュタイン城
などを観光します。途中、◎ワイナリーに立ち寄
り、試飲などもお楽しみ頂きます。
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一路、ウィーンへ。（所要約3時間）
空路、ドバイ乗継、帰国の途へ。

昨日に引き続き、グラーツ市内観光。
世界最大と言われる◎武器博物館、時計塔
がある○シュロスベルグなど。

１９６１年大阪府生まれ。神戸大学大学院文学研究科修了。１９８７年
に大阪城天守閣学芸員となり、同主任学芸員・同研究副主幹を経て、現
在同研究主幹。この間、東京国立文化財研究所・国際日本文化研究セ
ンター・国立歴史民俗博物館など、多くの大学・博物館・研究機関の講
師・研究員・委員をつとめ、現在は、関西大学大阪都市遺産研究センタ
ー研究員、独立行政法人日本芸術文化振興会（国立劇場）伝統芸能伝
承者養成研修講師などを兼ねる。織豊期政治史ならびに近世庶民信仰
史、大阪地域史専攻。著書に『大阪城ふしぎ発見ウォーク』（フォーラム・
Ａ）、『神と旅する太夫さん』（岩田書院）、『おおさか図像学』（東方出版、
編著）、『肖像画を読む』（角川書店、共著）、『戦国の女性たち』（河出書房
新社、共著）、『漂泊の芸能者』（岩田書院、共著）、『大坂・近畿の城と町』
（和泉書院、共著）、『近世民衆宗教と旅』（法蔵館、共著）など多数。

2006年10月、オーストリア・グラーツのエッゲンベルグ城で豊臣時代の大坂城と大坂の街
を描いた屏風絵が見つかりました。まったく予想もしなかった大発見でした。この「豊臣期
大坂図屏風」は、18世紀中頃に解体されて、エッゲンベルグ城の壁画となり、奇跡的にこん
にちまで残ってきました。私は2008年8月に国際シンポジウムでの講演と調査のため、グ
ラーツを訪れました。エッゲンベルグ城はもちろんのこと、世界文化遺産に登録されている
グラーツの街もハプスブルク帝国の古都にふさわしい落ち着きと魅力に溢れ、すっかり気
に入りました。2009年10月、「豊臣期大坂図屏風」が取り持つ縁で、大阪城とエッゲンベル
グ城は、オーストリアのハインツ・フィッシャー大統領立ち会いのもと、友好城郭提携を締
結し、互いに城と街の歴史・文化を紹介し合うことを宣言しました。提携から今年で3周年。
ぜひ多くの方々にエッゲンベルグ城とグラーツの魅力に触れていただきたいと思います。

着後、山間の駅グログニッツ駅へ（約1時間20分）
世界遺産センメリング鉄道にご乗車いただきます。
(グログニッツ～ミュルツツーシュラーク/所要約
1時間)
着後、ホテルへ。（所要約1時間50分）

※行程中◎印は入場観光、○印は下車観光、無印は車窓観光　にてご案内します。

株式会社 日本旅行  関西企画旅行支店　担当/林・加藤・前田
FAX.   06-6209-0606　郵送　大阪市中央区備後町３-４-１ 山口玄ビル６F
大坂図屏風を訪ねる旅  ハプスブルグ帝国の古都オーストリア・グラーツ　申込書

■氏名 ■ご連絡先

■住所 ■同室希望者

フリガナ

〒　　　　-

TEL.
携帯

※複数でお申込の場合は、本紙をコピーしてご記入ください。　※本申込書をFAXまたはコピーの上、郵送にてお送りください。

北川　央 （きたがわ ひろし）

※皆様の安全のためシートベルトを着用ください。※添乗員は旅程管理に万全を尽くすためお客様と同行さ
せていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要で
すので、同行の場合はお客様各位のご理解とご高配をお願い申しあげます。

ツアーに寄せて

　この旅行は、（株）日本旅行関西企画旅行支店（以下「当社」といいます）が旅行
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
行契約を締結していただくことになります。

１．お申込み方法と契約の成立
　(1)　当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込金60,000円を添え
てお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または
全部として繰り入れます。
  (2)  契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたしま
す。
　(3)　団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除
に関する取引を行います。
　(4)　旅行代金は旅行出発日の21日前までにお支払いいただきます。
２．旅行中止の場合…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23日目に当たる日より前に連絡させ
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。
３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税
等諸税及び添乗員同行費用が含まれます。旅行日程に記載の無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。また、関西空港施設使用料および、訪問国
での空港諸税、燃油サーチャージも含まれておりません。旅行代金と共にお支払いくだ
さい。
４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解
除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に
解除する旨をお申し出いただいた日とします。

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠
償の責任を負いません。
・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは
旅行中止
・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更
若しくは旅行の中止
・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的
地・滞在時間の短縮
６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被
られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規
程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。
《海外旅行保険加入のおすすめ》
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけになることを
おすすめいたします。
７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約
款（募集型企画旅行契約の部第29条別表二）に掲げる重要な変更が生じた場

合は、同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。
８．個人情報の取扱 
（１）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報に
ついてお客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受
領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等の
ご案内　②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い　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事があります。
（３）このほか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（ http://www.nta.co.jp )でご確認下さい。
（４）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的方法等に
よりお客様の個人情報を提供します。なお、これらの事業者への個人情報の提供
の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に「最終旅行日程表」受け取り時ま
でにお申し出下さい。
９．その他
（１）旅券・査証について：この旅行には、帰国時までの残存有効期間がある旅券
が必要です。査証は不要です。当社では所定の料金を申し受け、別途契約（渡航
手続代行契約）として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社はお客
様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負
いません。日本国籍以外の方は、自国の領事館、入国管理局事務所等へお問い
合わせください。
(2)渡航先の衛生状況は厚生労働省のホームページで御確認ください。
(http//www.forth.go.jp/)
(3)外務省[海外危険情報]等渡航先に関する情報が発せられている場合は書面
で通知いたします。また下記外務省海外安全ホームページでも御確認ください。
（http//www.pubanzen.mofa.go.jp）
10．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、平成24年7月11日現
在を基準としております。
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、事前にご確認の上、お
申し込み下さい。

ピーク時に旅行を開始する場合 : 旅行代金の10%(5万円を上限)
ピーク時以外に旅行を開始する場合 : 無料
旅行代金が50万円以上
旅行代金が30万円以上50万円未満
旅行代金が15万円以上30万円未満
旅行代金が10万円以上15万円未満
旅行代金が10万円未満

: 10万円
: 5万円
: 3万円
: 2万円
: 旅行代金の20%

旅行代金の20%

旅行代金の50%

旅行契約の解除期日 取　消　料(おひとり)
旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって40日目以降
31日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって30日目にあたる
日以降15日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって14日目にあた
る日以降3日目にあたる日まで
旅行開始日の前 日々・前日及び当日

旅行代金の100%無連絡不参加及び旅行開始後
ピーク時とは12月20日から1月7日、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までを言います。

旅行代金 大人お一人様／2名様1室利用 
一人部屋利用追加料金　30,000円

■旅行期間：2012年10月16日（火）～10月22日（月）　7日間
■利用予定航空会社：エミレーツ航空（エコノミークラス）
■利用予定ホテル：メルキュール・シティー、又はダス・ヴァイツァー（ツインルーム、シャワーのみ）
■添乗員：全行程、添乗員が同行致します。
■本ツアーは弊社が旅行企画・実施する他のツアーと同じバスで観光、送迎、添乗案内
　を行います。その場合、一人の添乗員が同時にお世話をいたします。
■最少催行人数：30名様　　■食事：朝4回、昼4回、夕4回（機内食を除く）
申込締切日 ： 2012年8月31日（金）

279,000円
空港税等のご案内：関西空港施設使用料2,650円、現地空港税8,330円、燃
油サーチャージ48,000円、合計58,980円はご旅行代金に含まれませんの
で、あわせてお支払いください。
※2012年7月11日時点での料金となりますので、今後変動が生じる場合がございます。

企画 　12-57B


