出発日：2022年3月12日(土)

ラリーツーリズムとは･･･
ラリー観戦を通じて、「その土地のグルメ」や「地域の文化」に
触れることで、開催地の魅力を発見していただくことを
目指した、新しい旅のカタチです。

※※※お申し込みに当たっては「ワクチン・検査パッケージ」を適用させていただきます※※※
ツアー参加前に新型コロナワクチンの接種（2回）またはPCR検査の陰性証明を確認させていただきます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

ツアーオプション

ツアー特色②

ツアー特色①

■旅行代金（おひとり様あたり）

プラン

戦国時代にタイムスリップ！
甲冑試着体験（おひとり様8,000円）

情緒あふれる街並みを再現！
セレモニアルスタート地でご宿泊

ツアー参加者 限定特典！
特別体験プログラムを堪能

〈最少催行人員 バス：16名 レンタカー・マイカー：1名〉

１名1室利用

２名1室利用

３名以上1室利用

レンタカー
グレードアッププラン

安心の添乗員同行！

バスプラン

〈GRヤリスまたは86〉

ヤリスを運転！

追加代金1台15,000円

レンタカープラン

先着４組限定！
※在庫がなくなり次第終了と
させていただきます。

ご自身の車で！

マイカープラン

・小人（4歳～小学生）料金は大人料金から－1,000円となります。 ・4歳未満のお子様の金額設定もございます。お気軽にお問い合わせください。 ・レンタカーは1室あたり1台となります。
・旅行代金に含まれるもの：宿泊費、食事料金（朝昼夕 各1回）、歴史民俗博物館入場料、神楽鑑賞代、消費税等諸税
＜バス＞バス代、同行添乗員１名、有料道路通行料 ＜レンタカー＞レンタカー1泊2日代、免責補償料金 ※レンタカー料金には、ガソリン代・有料道路通行料は含みません。

お手軽
安心

スケジュール
日にち

時 間

詳 細
バス

12:30
3/12
（土）

夕刻
18:00
20:30

3/13
（日）

朝
10:00
午前
午後
18:30頃

マイカー

【お食事 朝× 昼× 夕〇】

マイカー

※広島駅までの交通費は各自ご負担となります

12:00より トヨタレンタカー広島駅新幹線口にてお手続き

神楽門前湯治村 到着、チェックイン
【夕食】地元ジビエ会席（または広島和牛ステーキ）
神楽鑑賞
レンタカー

＜内容＞
・マスク3枚
・除菌ウェットタオル

詳 細
レンタカー

地元ガイドがご案内！
毛利元就ゆかりの地観光

バス

感染予防セット

時 間

※広島駅までの交通費は各自ご負担となります

広島駅集合、バスにて出発

午後

旅行参加者に配布！

各地より現地へ
安芸高田市観光スポットを巡る
フォトラリーチャレンジ開催！

18:00
20:30

※フォトラリー
チャレンジへの
参加は任意です

神楽門前湯治村 チェックイン（各自）
【夕食】地元ジビエ会席（または広島和牛ステーキ）
神楽鑑賞
【お食事 朝× 昼× 夕〇】

レンタカー・マイカープランの方は一部エリアで専用駐車場のご用意がございます！
お宿にてご朝食、各自チェックアウト
セレモニアルスタートでフラッグ振り
サービスパーク見学ツアー・集合写真
ご昼食
スペシャルステージ見学、GR特別体験プログラム
会場を出発（マイカーの方はここで解散）
広島駅 到着 レンタカーの方は返車お手続き
【お食事 朝〇 昼〇 夕×】

ツアーのみどころ
特別体験プログラム付き！ラリーチャレンジを五感で楽しむ！
バス

レンタカー

マイカー

ギャラリーステージにてラリーチャレンジ安芸高田のダートコースの観戦、
ラリーチャレンジサービスパークの見学をしていただきます。
さらに、GRならではの他では経験できない特別体験プログラムもご用意して
おり、クルマの魅力を間近にご体感いただけます！
目の前を走り抜けるラリーカーの迫力、タイヤやガソリン、土ぼこりのにおい、
イベント会場の雰囲気など五感でラリーチャレンジお楽しみください！
特別体験プログラムでは、ラリーカーに横乗り体験！ 詳細は後日のご案内となります。乞うご期待！

地元ゆかりの戦国大名 毛利元就の史跡観光！
戦国大名 毛利元就の居城跡がある安芸高田市。歴史的な見どころが点在して
います。ご参加のみなさまにオプションで甲冑の試着をご体験いただけます！
専門スタッフが着付けをお手伝いします。戦国武将になった気分をお楽しみください！
バス

より楽しく、より深く！地元ガイドが史跡をご案内！

毛利家と郡山城を熟知したガイドがご案内します。
教えてもらわなかったら見過ごしてしまうような歴史の話を聞いているうちに、
目の前に元就候が歩いているような感覚を味わうことができます。
地元ならではの話が聞けるかもしれません…!
レンタカー

もう１つのラリチャレ！
毛利元就の史跡を巡るフォトラリーチャレンジ開催！

マイカー

みなさまも“もう1つのラリーチャレンジ”に参加しませんか！？
安芸高田市内の指定観光スポット数か所を巡って各所で記念撮影をしていただきます。
毛利元就墓所

歴史民俗博物館

指定の場所すべての写真が揃った方には

TGRオリジナルグッズ

をプレゼント！

安芸高田市の地のものを楽しむ！
バス

レンタカー

マイカー

※客室・施設屋内は全館禁煙となります。屋外に指定喫煙場所あり

宿泊は安芸高田市の地元の魅力を一か所でお楽しみいただける「神楽門前湯治村」です。
昔ながらの建物が並び、はじめてなのにどこか懐かしい気持ちになる、癒しの宿です。
到着後は村内に軒を連ねるお土産物屋などを散策したり、天然ラドン温泉でお楽しみください。

ジビエ会席

神楽鑑賞

夕食は自然豊かな安芸高田
ならではのジビエの会席料理
をご用意。地物を使った素朴
でヘルシーな里山料理です。
※広島和牛もご選択いただけます。

夕食後には、神楽の聖地と
いわれている安芸高田で、
この地ならではの体験を
お楽しみいただきます！

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休業や、時間を短縮で営業している場合もございます。
また、現在新型コロナウイルスの蔓延防止措置として、神楽公演が中止となっております。今後の状況によっては鑑賞いただけ
ない場合もございますので予めご了承ください。
ご
注 ・感染拡大防止のため、ツアー開始時の健康チェックシートのご記入やツアー中のマスクの着用などにご協力いただくようお願いいたします。
意 ・ラリー観戦時は屋外となりますので、上着・手袋・マフラーなど、防寒対策をお願いいたします。
事 ・ラリー主催者側の判断により、無観客開催、または中止となった場合、ツアー催行を中止させていただきます。予めご了承お願いします。
項

※写真はすべてイメージです。

お申込み・お問い合わせ
☑パソコン、スマートフォンからのお申込みは
コチラをクリック

またはQRコード読み取り→

※仮登録・新規登録が必要となります。

☑お申込みはお電話・メールでも受け付けております！
企画・制作協力

トヨタ自動車株式会社
GR企画部

お トヨタツーリスト モータースポーツ室
問 TEL 052-951-0112／FAX 052-951-4072
合 メールアドレス motorsports@toyotatourist.co.jp
せ 営業時間 9:00～18:00（土・日除く）
旅行主催・実施
観光庁長官登録旅行業第218号 日本旅行業協会正会員
〒461-0001 名古屋市東区泉1-23-36 NBN泉ビル
旅行業務取扱管理者 山縣 淳

旅行条件書（抜粋）

お申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、お申込みください。

■募集型企画旅行
①この旅行は（株）トヨタツーリストインターナショナル（以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施する
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」といいます。）
を締結することになります。
②旅行契約の内容・条件は、下記によるほか、本旅行出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）
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。
■旅行のお申込みと旅行契約の成立
①所定の旅行申込書（以下「旅行申込書」といいます。）に所定の事項を記入の上、下記のお申込金または
旅行代金の金額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ
一部または全部として取扱います。
旅行代金の額
20,000円未満
20,000円以上50,000円未満
50,000円以上100,000円未満
100,000円以上

お申込金（おひとり）
5,000円以上
10,000円以上
20,000円以上
旅行代金の20%以上

②当社は、電話・郵便・ファクシミリ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お申込金の支払いを行っていただきます。
③旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項①のお申込金を受領したときに成立するものとします。
④団体・グループ契約
(1)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者（以下、「契約責任者」といい
ます。）を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、次の規程を適用します。
(2)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者（以下、「構成
員」
といいます。）の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・
グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について
は、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者
が選任した構成者を契約責任者とみなします。
■旅行代金のお支払期日
①旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日（以下「基準日」といい
ます。）よりも前にお支払いいただきます。
②基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただき
ます。
■旅行代金の適用
①参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上
（航空機利用コースは満3歳以上）12歳未満の方は、こども代金となります。
②旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数をご確認ください。
■旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた
場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該
事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容
その他の旅行契約の内容（以下「契約内容」といいます。）を変更することがあります。ただし、緊急の場合に
おいて、やむを得ないときは、変更後に説明します。
■旅行代金の額の変更
③前項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少したときは、当該旅行サービスを
行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更
の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
■取消料
①旅行開始前
(1)お客様は、いつでも以下の表で定める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、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社のそれぞれの営業日・営業時間内に解除
する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
表）取消料
旅行契約の解除期日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日前に当たる日以前の解除
②20日前に当たる日以降の解除（③-⑦を除く）
③10日前に当たる日以降の解除（④-⑦を除く）
④7日前に当たる日以降の解除（⑤-⑦を除く）
⑤旅行開始の前日の解除
⑥旅行開始の当日の解除
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

取消料（おひとり）
右記日帰り旅行以外
日帰り旅行(夜行含む)
無料
無料
旅行代金の20%
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30%
旅行代金の40%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の50%
旅行代金の100%
旅行代金の100%

【宿泊のみご予約になった場合】
予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を
払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から1ヵ月以内にお申し出ください。宿泊当日、券面人員が減少した
場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しを
いたします。
表）取消料（宿泊のみご予約になった場合）
旅行開始の解除または無連絡不参加

1-14名
15-30名
31名以上

100%
100%
100%

当日
50%
50%
50%

前日

2-3日前 4-5日前 6-7日前 8-20日前
20%
無料
20%
無料
30%
10%

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第218号 日本旅行業協会正会員
〒461-0001 名古屋市東区泉1-23-36 NBN泉ビル

■当社による旅行契約の解除及び催行中止
①旅行開始前
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することが
あります。
ア. お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていない
ことが明らかになったとき。
イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人数に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって13日目（日帰り旅行にあっては3日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨
をお客様に通知します。
カ. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない
とき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し
得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が
不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日において
お客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、前項(1)の①に定める
取消料に相当する額の違約料とお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き
普通席となります。）、宿泊費、食事料金、観光料金（入場・拝観・ガイド等）及び消費税等諸税・サービス
料、空港施設使用料等。
②添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
③パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記①～③についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
■当社の責任及び免責事項
①当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた
ときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して
通知があったときに限ります。
②当社は、手荷物について生じた本項①の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から
起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円（当社に故意又は
重大な過失がある場合を除きます。）を限度として賠償します。
■特別補償
①当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ
偶然な外来の事故によって身体および携行品に被害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、
死亡補償金・後遺障害補償金（限度額）として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円～
20万円または通院見舞金として通院日数（3日以上）により1万円～5万円のいずれかの高い方の金額、
携行品にかかる損害賠償金（15万円を限度）（ただし、1個または1対について補償限度は10万円）を
支払います。
■お客様の責任（抜粋）
①お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないこと
により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
②お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利
義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
③お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と
異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行
サービス提供者に申し出なければなりません。
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード会員（以下「会員」と
いいます。）より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、
ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。（以下、「通信契約」といい
ます。）
①通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
②本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を
履行すべき日をいいます。
③通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員
番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
④通信契約による旅行契約は、当社が申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、当社が、
e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに成立する
ものとします。
⑤通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等
に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の
拒否をさせていただく場合があります。
■個人情報の取扱について
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書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くことがございます。
※このほか、当社では、(1)当社及び当社と提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内。
(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典サービスの提供。
(5)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。
■旅行条件の基準
この旅行条件は、2022年2月1日を基準としています。
また、旅行代金は、2022年2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。

お申込み・お問い合わせは…

□ モータースポーツ室
〒461-0001 名古屋市東区泉1-23-36 NBN泉ビル7階
TEL 052-951-0112／FAX 052-951-4072
旅行業務取扱管理者 山縣 淳
営業時間 ９：００ ～ １８：００
(営業日 月曜日～金曜日）

