
期 間 限 定 で シ ナ モ ロ ー ル と 井 原 市 美 星 町 が コ ラ ボ レ ー シ ョ ン

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

美 星町観光情報

美星天文台
井原市美星町の高台に建つ天文台です。“360 度パノ
ラマ展望” は星空を鑑賞するには絶好のロケーショ
ン。口径 101cm の望遠鏡を持つ国内有数の公開天
文台でスターウォッチングが楽しめます。星が美し
く見える町として有名な美星町には光害防止条例が
あり、最高の条件で星空を鑑賞できる環境が整って
います。 七夕の日などは美しい天の川を見るため、
多くの観光客が訪れます。

星の郷青空市

ほとんどの品が市価より安く、市内外から訪れる多
くの人で賑わっています。敷地内には美星の美味し
いものづくしの美星バーガーが食べられる食事処や、
地元の牧場が営むジェラート屋、そば屋、パン屋な
ども併設しています。

中世夢が原

鎌倉から室町時代にかけての吉備高原のむらの様子
を精密な時代考証により再現した本格的な歴史パー
ク。地形を生かした敷地の中に、農家や山城、三斎市、
屋敷、城主の館などが点在しています。風情のある
建物に囲まれ、中世にタイムスリップしたかのよう
な時間を過ごすことができます。

井原市美星町内でとれた
新鮮な野菜や加工品を販売しています。

中世吉備高原の暮らしを再現

巨大な望遠鏡を有する
国内有数の公開天文台

井原市の魅力

人口：約３.８万人
面積：243.54 平方キロメートル

岡山県西南部に位置する井原市（いばらし）は、清流小田川が市の南部を西から東へ貫流し、その流域の平野部に市街地が形成されています。
北部は標高２００～４００ｍの自然豊かな地域で、吉備高原へと続いています。国産デニムの発祥の地「井原エリア」、満天の星を眺められる「美
星エリア」、豊かな自然とそれによって育まれた美味しい食材を堪能できる「芳井エリア」の３つに分けられ、それぞれのエリアならではの楽しみ
方ができます。また井原市は、江戸時代には山陽道の宿場町として栄え、伝統の繊維や輸送用機械など、内陸工業都市として発展しました。

※日本旅行では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウィルス対応ガイドライン」に基づき適切な衛生管理と感染防止に努めております。また、掲載の交通機関や観光施設の各業種によるガイドラインに準じた機関・施設を利用しています。
≪お客様へのお願い≫　●ご旅行中はマスクの着用にご協力をお願いいたします。　●ご集合時、検温にご協力をお願いいたします。万が一、37.5℃以上の熱がある場合は、ご旅行への参加をお断りします。
　　　　　　　　　　　●ご出発前にお渡しする「新しい旅のエチケット」をご一読ください。　●健康チェックシートを当日出発前に記入いただき、集合時に提出ください。

お問い合わせ・お申込み

西メディア 22-19

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申込みください。
【このパンフレットは、旅行業法第12条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の５に定める契約書面の一部となります。】
尚、「国内募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ https://www.nta.co.jpからもご覧いただけます。

ご旅行条件（要約）
【国内旅行の場合】

〒530-8341
大阪市北区芝田 2-4-24
JR 西日本本社ビル 9 階　　　　

TEL：0570－081717
★営業時間★ 月～金 10:00 ～17:00 土日祝休業
総合旅行業務取扱管理者：福田　豊　　

メディアトラベルセンターメディアトラベルセンター

《旅行企画・実施》　

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

この旅行は、㈱日本旅行メディアトラベルセンター（以下「当社」といいます）が旅行実施・企画する旅行であり、この旅行に
参加されるお客さま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、旅行代金の全額を添えてお申込
み下さい。旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として取り扱います。（2）当社は、電話・郵便・ファクシミリ・
インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立
しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に、当社に申込書の提出と申込金の支払いを
行っていただきます。この期間内に旅行代金の支払いがなされないときは、申し込みはなかったものとして取り扱います。 
(3) 団体、グループ（家族）の代表者を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）旅行参加に特別な
配慮を必要とする場合には旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
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13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、消費税等諸税及び現地係員費用が含まれます。旅行日程に記載のな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。
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。
（１）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合にも、旅行代金全額に対して上記の取消料が
適用されます。

５．当社の免責事項…お客様が次に掲げるような事由により、損害を被られても、当社は責任を負いかねます。ただし、当
社又は、当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたされたときは、この限りではありません。①天災地変、戦乱、暴動
又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送、宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために
生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事
故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又は、これらによって生ずる旅行日程の変更
も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急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体または手荷物に被られ
た一定の損害について、旅行業約款の特別補償規程により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害補
償金を支払います。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
の部第２９条別表第二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定められた変更補償金をお客様に支払います。　尚、
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をする
ことがあります。
８．個人情報の取扱い…（1） ア . 当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」といいます。「当社」及
び「販売店」を指して当社らといいます。当社らはご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅
行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④旅行の安全管理のため、⑤当
社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため、⑥当社及び当社と提携する企業の商品やサ
ービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑦旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑧アン
ケートのお願いのため、⑨特典サービス提供のため、⑩統計資料作成のため、に利用させていただきます。　イ . 当社らは
取得した購買履歴やWEBでの閲覧履歴等の情報を分析して、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペ
ーン情報のご案内及び広告の表示のために利用させていただきます。
（2）上記１．ア . の②.③.④の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等を輸
送・宿泊機関、土産物店、当該クレジットカード会社等に書類または電子データにより、提供することがあります。なお、土産
物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の 10
日前までにお申し出下さい。（注：１０日前が土・日・祝の場合はその前日までにお申し出下さい）
（３）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等
の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情
報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の名称は当社の
ホームページ（https://www.nta.co.jp）のプライバシーポリシーをご参照下さい。
（４）当社は個人情報の取扱を委託することがあります。
（５）お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問い合わせ窓
口は訂正のみ販売店、それ以外はお客様相談室となります。
（６）一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目な関連するサービスについては、適切にご提供できな
いことがあります。　
個人情報保護管理者（お客様相談室長）　問い合わせ先窓口：本社お客様相談室　
電話：０３-６８９５-７８８３　ＦＡＸ：０３-６８９５-７８３３　E-Mail：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間： 平日０９：４５～１７：４５（土・日曜、祝日、年末年始休業）
９．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、２０２２年10月25日現在を基準としています。

旅行契約の解除期日 取消料
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お申し込みは日本旅行メディアトラベルセンターホームページから

日本旅行メディアトラベルセンター

【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、係員に必ずお申し出ください。

観光庁長官登録旅行業第 2号
（一社）日本旅行業協会正会員

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日目にあたる日以前の解除
②20日目にあたる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目にあたる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

右記日帰り旅行以外
無料

旅行代金の２０％
旅行代金の２０％
旅行代金の３０％
旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

日帰り旅行
無料
無料

旅行代金の２０％
旅行代金の３０％
旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

星の郷 井原市美星町への旅

&
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星の郷
井原市美星町への旅

コースラインナップ

新大阪発着 宿泊コース

■出発日：2022年12月18日（日）・
　　　　　23日（金）・25日（日）
■最少催行人員：16名
■募集人員：20名
■旅行代金【お1人様】（星空ペンションコメット泊）：
　大人35,000円、小人（6歳～12歳）
　25,000円、幼児無料
　

喜楽別邸でのフランス料理
フルコース＆星空とワインの会

倉敷発着 高付加価値コース

■出発日　2022年12月25日（日）
■最少催行人員：16名
■募集人員：20名
■旅行代金【お1人様】：18,000円（大人）
※お子様のご参加はお承りできません。

美星ナイトマルシェと
天文台星空観賞コース　

倉敷発着 日帰りコース

■出発日　2022年12月18日（日）・
              23日（金）・25日（日）
■最少催行人員：4名
■募集人員：20名
■旅行代金【お1人様】：5,000円（大人・子供同額）

コース

1
コース

2
コース

3

添乗員：（１泊２日コース）新大阪駅より復路岡山駅まで同行します。　（日帰りコース）倉敷駅より全行程同行します。

※星空は自然現象のため、天候および気象状
況によりご覧いただけない場合があります。
その場合は代替の「屋内星空観賞会」に変更
となり、旅行代金の返金はありません。

※星空は自然現象のため、天候および気象状況
によりご覧いただけない場合があります。その場
合は代替の「屋内星空観賞会」に変更となり、旅
行代金の返金はありません。

※星空は自然現象のため、天候および気象状況
によりご覧いただけない場合があります。その場
合は代替の「屋内星空観賞会」に変更となり、旅
行代金の返金はありません。



井原市には楽しいことが盛り沢山！ 井原市美星町で広がる空を楽しもう！
コース１「星の郷 井原市美星町への旅」は、以下の写真の観光を全て含みます。

写真提供／神戸松蔭女子学院大学
※写真はツアーイメージです

阪本鶏卵の広場阪本鶏卵の広場阪本鶏卵の広場 星空ペンションコメットの庭

美星天文台美星天文台美星天文台 美星天文台

※星空ペンションコメットに宿泊の場合のみ

食事：なし
徒歩バス バス

倉敷駅
19：00発

中世夢が原城主の館で開催される美星ナイトマルシェと、美星天文台で星空マイスターによる星空特別解説をお楽しみいただけます。

美星ナイトマルシェと
天文台星空観賞コース　

■出発日　2022年12月18日（日）、12月23日（金）、12月25日（日）
■最少催行人員：3名　■利用バス会社：二葉観光
■募集人員：20名　■旅行代金【お1人様】：5,000円（大人・子供同額）コース

3

美星ナイトマルシェ
星空観賞貸切バス（またはタクシー）　

◎中世夢が原城主の館

20:00

星空マイスターと
星空観察

◎美星天文台

21:30

倉敷駅
22:30着

倉敷発着  日帰りコース

※人数が少ない場合は観光タクシー（港交通）での移動となります。
　他のお客様と乗合いになる場合がございます。

■マークの見方　

◎：入場観光バス 徒歩

美星天文台

※写真はイメージです

美星ナイトマルシェで使用できる 1,000 円クーポン付

星の郷 井原市美星町への旅
新大阪発着  １泊２日コース

1日目

2日目

食事：朝 1 回　昼 2 回　夜 1 回

食事：夜 1 回

※岡山駅～新大阪駅のJR乗車券は、添乗員よりお渡ししますので、各自お帰り下さい
※星空ペンションコメットはバス・トイレなしのお部屋となります。（バス・トイレ付きの部屋となる場合があります。）
※星空ペンションコメットは洋室・和室・ログハウスのいずれかを利用いただきます。（指定はできません。）

新大阪駅

新幹線
のぞみ 50 号

11：32発

倉敷駅
16：30発

徒歩

徒歩

井原鉄道
スタートレイン

バス

バス

バス

バス

バス バス バス バス

バス バス

バス

ハローキティ
新幹線

9:40 10:10

●阪本鶏卵

14:30 17:00
●倉敷市内

 橘香堂カラフルむらすゞ め体験
・美観地区散策

10:30 11:00

●星の郷
青空市

美星のお肉と
野菜のお買い物

11:30 13:30

◎中世夢が原・
夢味庵

名物角煮そば（昼食）＋自由散策

地元ならでは
ここでしか食せない

15:40 17:00

◎与一記念
弓道場

那須与一ゆかりの地で弓道体験

17:30 19:20

星空ペンション
コメット

夕食
18:00～19:00

12:43 13:00

岡山駅
【特製弁当】

昼食
総社駅

14：00着
14：40発

井原駅
15：14着
15：30発

岡山駅
18：00着
18：23発

新大阪駅
19：07着

星空マイスターと
星空観察

◎美星天文台

21:20

美星ナイトマルシェ
星空オブジェ写真撮影

◎中世夢が原
城主の館

19:30

フランス料理フルコース
（フリードリンク込み）

喜楽別亭

17:30 19:30

宿泊
星空ペンションコメット

21:30
IBARA DENIM HOTELS 舞鶴楼

IBARA DENIM HOTELS舞鶴楼は
追加代金 お1人様 9,000円

21:50

朝食
IBARA DENIM HOTELS 舞鶴楼

9:10 発

「喜楽別亭」でフランス料理フルコースを堪能。きらめく星空を眺めながらワインをお楽しみいただけます。中世夢が原城主の館での
美星ナイトマルシェ、美星天文台で星空マイスターによる星空特別解説、各箇所では観光 DX「SWOPI」を使った井原市観光紹介も！

コース

１

喜楽別亭でのフランス料理
フルコース＆星空とワインの会

倉敷発着  高付加価値日帰りコース
■出発日　2022年12月25日（日）
■最少催行人員：16名　■利用バス会社：二葉観光
■募集人員：20名
■旅行代金【お1人様】：18,000円（大人）
※お子様のご参加はお承りできません。

コース

2

美星ナイトマルシェ
星空オブジェ写真撮影

◎中世夢が原
城主の館

19:40

星空マイスターと
星空観察

◎美星天文台

20:30

弦楽器を聞きながら
星空観賞

星空とワインの会

20:40 21:30

倉敷駅
22:30着

■出発日：2022年12月18日（日）・23日（金）・25日（日）　■最少催行人員：16名　■利用バス会社：二葉観光
■募集人員：20名　■旅行代金【お1人様】 （星空ペンションコメット泊）：大人35,000円、小人（6歳～12歳）25,000円、幼児無料
　

星空ペンションコメット
9:30 発

出発までに各自で朝食をお済ませください。

■マークの見方　 ◎：入場観光バス 徒歩

■マークの見方　

●：下車観光 ◎：入場観光

新幹線
バス 徒歩

私鉄

与一記念弓道場

星空ペンションコメット
（レストラン）

井原鉄道
スタートレイン

美星天文台

喜楽別亭

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※デザインは変更になる場合があります。

※2名様以上でお申込みください。1名様でのご参加はお承りできません。
※１名１室利用はお受けできません。

※ダブルベッドのお部屋となります。

美星ナイトマルシェで使用できる 1,000 円クーポン付

美星ナイトマルシェで使用できる 1,000 円クーポン付

本ツアー限定仕様　青木被服とシナモロールがコラボした
『シナモロールあずま袋』をお持ち帰りいただきます。

コース１のツアー参加者限定

あずま袋とは
２枚の布を縫い合わせて作られる「あずま袋」。風呂敷文化と言われるように昔から包む
文化のあった日本の知恵が詰まった袋です。畳むとコンパクトになるので、エコバッグとし
て利用したり、ちょっとしたおでかけ時などさまざまな場面で活躍します！

美星でしか手に入らない記念品（デニムシナモ）や、 新商品美星豚を使ったお弁当がセットになったツアー 
参加記念品の本ツアー限定仕様シナモロールあずま袋、倉敷での「カラフルむらすゞ め（体験＋4 個試食）」は旅行代金に含まれます。

※星空は自然現象のため、天候および気象状況によりご覧いただけない場合があります。
　その場合は代替の「屋内星空観賞会」に変更となり、旅行代金の返金はありません。

※星空は自然現象のため、天候および気象状況によりご覧いただけない場合があります。
　その場合は代替の「屋内星空観賞会」に変更となり、旅行代金の返金はありません。

※星空は自然現象のため、天候および気象状況によりご覧いただけない場合があります。
　その場合は代替の「屋内星空観賞会」に変更となり、旅行代金の返金はありません。


