
高松空港より車で3分。
到着口左正面のレンタ
カーカウンターへお越し
ください。高松空港店ま
で無料送迎いたします。 

高松空港店 香川県 高松市香南町由佐２４３０ 
TEL087-840-5288

1室に1台 レンタカー付4日間の滞在中はレンタカーで自由自在！！

Sクラス／コンパクトカー 〈乗車人数／5人〉フィット、ヴィッツ、マーチ、デミオ、パッソ 他

ヴィッツ（イメージ）

営業時間08:00～ 20:00

●全車カーナビ標準装備 ●全車ETC標準装備（ETCカードはお客様ご自身ご用意ください） ●ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートは1台1,100円（現地払い／要事前予約） ※ガソリンは満タンにしてご返却ください。

安心！ 充実！ 24時間対応のロードサービス ①事故・故障時等の車両搬送サービス（1回の事故等について15万円を上限に補償 ※但し15万円を超える場合はお客様負担）
②緊急時応急対応サービス（故障やバッテリー上がり等によるトラブル全般） ※但し、一定条件にあてはまらない場合はお客様負担

オリックスレンタカー

名湯・道後温泉の中で最大規
模の湯宿ならではの温泉三
昧。有数の広さを誇る大浴場
や、多種多様な露天風呂をご
用意しております。時を忘れ、
心も体もゆったりとほぐしてく
れる温泉をご堪能ください。

道後温泉で最大規模の大浴場で温泉三昧！
道後温泉本館など外湯めぐりにも無料送迎！

愛媛県松山市道後姫塚100
TEL 089-947-5111

ホテルの詳細は公式HPをご覧ください→

●チェックイン 15：00 ●チェックアウト 10：00 ●チェックイン 15：00 ●チェックアウト 11：00

高知市の中心街、帯屋町アーケードに立つ、234室
を擁するホテルです。ゆったりとした居住空間で、全
室セミダブル以上のワイドベッドをご用意。全部屋
にて高速ネット無料接続、ズボンプレッサー・加湿機
能付空気清浄機・40型から48型の液晶テレビ（地
上デジタル・BSデジタル対応）を設置しております。

高知県高知市帯屋町1丁目9-4
TEL 088-820-1122

ホテルの詳細は公式HPをご覧ください→ ホテルの詳細は公式HPをご覧ください→

リッチモンドホテル高知リッチモンドホテル高知

●チェックイン 14：00 ●チェックアウト 11：00

四国 周遊プラン3泊B

！！1室に1台付
レンタカー

コンパクトカー（Sクラス）／安心の免責保険付

滞在中、らくらく移動可能！！
A I R
航空運賃

HOTEL
ホテル宿泊

＋

高松空港 レンタカー受付カウンター

高知市のアーケード街に立つ好立地！
観光にも最適な設備充実のホテル

提携駐車場 駐車料金／１泊：800円
パーキング24 追手筋店（TEL.088-875-8444）

朝食は計7種類のメイン料理より
1つをお選びいただき、サラダや
惣菜などを添えた定食形式にて
ご提供。※提供内容は予告なしに
変更となる場合がございます。

高松駅から繁華街へ向かって徒歩10分。
四国のゲートウェイである高松市の中心
部に位置し、四半世紀を超えて地元の皆
様に愛され続ける老舗シティホテルです。
コンビニ・商店街にも徒歩で行けます。

ホテルの詳細は公式HPにて→

●チェックイン 14：00 ●チェックアウト 11：00 香川県高松市丸亀町8番地23-8階  TEL 087-811-7855

香川県高松市古新町9-1

往復航空券+レンタカー代+ 3日目の宿泊（1泊分）のみが含まれるプランです。1日目・2日目の宿泊代は含まれておりません。（要別途手配）
1日目・2日目の宿泊の手配をご希望の方はお申し出ください。ご希望の沿った宿泊ホテルをご提案させていただきます。（お申し込み時にお問い合わせ下さい）

ダイワロイネットホテル高松ダイワロイネットホテル高松

リーガホテルゼスト高松リーガホテルゼスト高松

駐車料金（GREEN駐車場）
ご宿泊１泊1,200円（予約不可/先着順）
満車の場合、近隣パーキングをご利用・ご精算をお願い致します。

駐車料金 40台（磨屋町パーキング）
ご宿泊１泊1,200円（15:00 ～翌朝11:00）

満車の場合、契約駐車場をご利用ください。

お手軽 自由派プランA 1泊

駐車料金 乗用車1台770円（税込）／泊

四国周遊
愛媛 高知 香川

日間日間日間4

TEL 087-822-3555

仙台空港国際化
利用促進協議会

大浴場 ゆのか（イメージ）

露天風呂 ゆのね（イメージ）

高松市の活気溢れる中心街でもある、丸亀町の丸亀グリーン商店街に位置す
るロケーション。全175室の客室は、スタイリッシュで洗練されたインテリアと
ゆったりとくつろぎ仕様の充実の設備で、ゆったりとおくつろぎいただけます。

道後プリンスホテル道後プリンスホテル
朝食付
1日目

朝食付
2日目

朝食付
3日目

外観（イメージ）

お部屋の一例

お部屋の一例

朝食イメージ

街の中心で高層階！ 喧騒もなく穏やかなステイを

利便性の良さ抜群の
老舗シティホテル

外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）
外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

正面玄関（イメージ）正面玄関（イメージ）

正面玄関（イメージ）正面玄関（イメージ）

ツインルーム／お部屋の一例ツインルーム／お部屋の一例

ツインルーム／お部屋の一例ツインルーム／お部屋の一例

フォローお願いします。

お得な情報や最新情報を
Instagramから！

ロビー（イメージ）

ロビー（イメージ）

3日目
朝食付

利用
ホテル

利用
ホテル

利用
ホテル

利用
ホテル

レンタカーで自由にめぐる！ 道後温泉や高
知・香川を周遊

！
道後温泉や高

知・香川を周遊
！

「地元発」国内旅行は

こちらは往復航空券+レンタカー代+3泊分の宿泊代が含まれるプランです！

〈機材イメージ〉

仙台空港⇔高松空港
仙台空港 発着11/202022年 日

出
発

出発日1本

84,800円～99,800円
●Aプラン旅行代金（お1人様）〈1～2名1室利用〉の場合●Aプラン旅行代金（お1人様）〈1～2名1室利用〉の場合●Aプラン旅行代金（お1人様）〈1～2名1室利用〉の場合

仙台空港から直行チャーター便で行く！
アイベックスエアラインズ利用 日曜日 ＆ 祝日利用プラン



旅行条件〈要約〉お申込みの際には、必ず国内募集型企画旅行条件書（全文）を下記販売店にてお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
【募集型企画旅行契約】

ご参加の皆様へ

この旅行は、株式会社ツアー・ウェーブ〔観光庁長官登録旅行業第1665号〕（以下
「当社」といいます）が企画・募集・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。契約の内容・条件は、別途お渡しする「旅行条件書」及び、ご出発前にお渡しする
「最終旅行日程表」によります。

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

【取消料〈お1人様〉】

●旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものといたします。●郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、
旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した
ときに成立いたします。 

【お客様の責任】 【ご旅行条件・旅行代金の基準日】
●当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について
理解するよう務めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載された旅行サービスについて、記載
内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配
会社、当該旅行サービス提供機関等いずれかにその旨を申出なければなりません

●本旅行条件は、2022年8月1日を基準として作成しております。また、旅行代金
は、2022年8月1日を現在有効なものと公示されている航空運賃、適用規則を基
準として算出しています。

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日
より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあたる日以降にお申込みの場
合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 

【旅行のお申込み】

【お申込金〈お1人様〉】

（1）当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託旅行会社（以下「当社ら」とい
います）にて所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込
みください。（2）当社らは電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信
手段による旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込
みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日か
ら起算して3日以内に、申込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内
に申込金のお支払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする
場合があります。（ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお
断りさせていただく場合があります）       

●旅行代金が 2万円未満 ・・・・・・・  5,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が 5万円未満 ・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円以上 ・・・・  旅行代金の20%以上旅行代金まで 

■お申し込み・お問い合わせ（受託販売）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がご
ざいましたら遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。旅行契約の解除日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料 個人包括運賃を利用す
る場合の取消料（注3） 

旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く)  無料 旅行契約解除時の航空
券取消料等の額 

20日前～8日前以前 旅行代金の20% 
左記または旅行契約解
除時の航空券取消料等
とのいずれか大きい額 

7日前以降～2日前以前 旅行代金の30% 
旅行開始日の前日 旅行代金の40% 
当日の旅行開始前 旅行代金の50% 

 %001の金代行旅 加参不絡連無は又)4注(後始開行旅

パンフレット番号／SDJ22AFH

旅行傷害保険加入のお勧め 病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、

お客さまご自身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。国内旅行保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。

仙台営業所
観光庁長官 登録旅行業 第1665号  〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5番1号 オーク仙台ビルディング2F

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 TEL 022-212-1919 FAX 022-212-1920

旅行企画・実施

「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に従いまして、全従業員で感染予防対応策を講じて参ります。お客様の安心・安全を最優先し、他のお客様や従業員の感染リスクを
低減する措置を行っております。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。詳細は各宿泊施設の公式ホームページをご覧ください。

新型コロナウィルスへの
対策について

3,000円お1人様追加代金
（大人・子ども同額）

2名並び席プラン往復

座席（イメージ）
※ご旅行お申し込み時に合わせてお申し込みください。※お申し込み後の手配となりますので、ご希望に添えない場合があります。窓側、通路側等のシートリクエストは
お受けできません。※お申し込み後（及び現地での）の変更はお受けできません。※お申し込み後のお取り消しは、お申し込み時期により、取消料が必要となります。

〈ツアーコード／SDJ22AFHA-001〉

〈ツアーコード／SDJ22AFHB-001〉

ダイワ
ロイネットホテル

高松

四国周遊 日間日間日間4
■発着地／仙台空港 ■出発日／2022年11月20日  ■最少催行人員／1名様 
■利用予定航空会社／アイベックスエアラインズ チャーター便
■食事条件／●Aプラン：朝食1回  ●Bプラン：朝食3回 ■添乗員／同行しません。

11/202022年 日出発日1本
出
発

アイベックスエアラインズ 利用

！！1室に1台付
レンタカー

コンパクトカー（Sクラス）／安心の免責保険付

滞在中、らくらく移動可能！！

A I R
航空運賃

HOTEL
ホテル宿泊＋ ＋

〈2・2座席配置の一例〉

→2名並び席 →他のお客様が座ります。（空席ではありません）

通
路

窓
側

窓
側

お席が離ればなれに
なることはありません！！

四国 周遊プラン3泊B

仙台空港から直行チャーター便で行く！

ルーム
カテゴリー3日目泊 利用ホテル 旅行代金（お1人様）

84,800

99,800

円

円

1室利用人数

2名1室

1名1室

お手軽 自由派プラン1泊

「道後プリンスホテル」では入湯税150円が別途かかります。現地ホテルにてお支払いください。

【リッチモンドホテル高知 泊】

【リーガホテルゼスト高松 泊】

【ダイワロイネットホテル高松 泊】

2日目・3日目の宿泊の手配をご希望の方はお申し出ください。
ご希望の沿った宿泊ホテルをご提案させていただきます。

（お申し込み時にお問い合わせ下さい）

往復航空券+レンタカー代+ 3日目の宿泊（1泊分）のみが含まれるプランです。
1日目・2日目の宿泊代は含まれておりません（要別途手配）。

入湯税について

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）

食事日次 A プ ラン   ス ケジュー ル

1

4

2

3

仙台空港発（08：40頃） アイベックスエアラインズ チャーター便にて高松へ直行！！午 前

高松空港着（10：25頃） 午 前

高松空港発（17：45頃） アイベックスエアラインズ チャーター便にて仙台へ直行！！夕 刻

仙台空港着（19：05頃） 夜

出発時間にあわせて お客様ご自身にて空港へ移動
※出発時刻の90分前までにはレンタカーを貸出店舗へご返車ください（ガソリンは満タンで返車）。
　また、ご出発の1時間前までに、ご搭乗手続きをお済ませください。

×

×

×

朝

×

×

×
×

×
×

×

※お客様ご自身にてレンタカーにてホテルへ移動 

※お客様ご自身にてレンタカーにてホテルへ移動 

※お客様ご自身にてレンタカーにてホテルへ移動 

【終日】自由行動となります

【終日】自由行動となります

出発まで自由行動となります

【道後プリンスホテル 泊】

道後
プリンス
ホテル

リッチモンド
ホテル高知

リーガホテル
ゼスト高松

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）

食事日次 B プ ラン   ス ケジュー ル

1

4

2

3

仙台空港発（08：40頃） アイベックスエアラインズ チャーター便にて高松へ直行！！午 前

高松空港着（10：25頃） 午 前

高松空港発（17：45頃） アイベックスエアラインズ チャーター便にて仙台へ直行！！夕 刻

仙台空港着（19：05頃） 夜

出発まで自由行動となります
出発時間にあわせて お客様ご自身にて空港へ移動
※出発時刻の90分前までにはレンタカーを貸出店舗へご返車ください（ガソリンは満タンで返車）。
　また、ご出発の1時間前までに、ご搭乗手続きをお済ませください。

×

×

×
朝

朝

朝

×

×

×

×
×

※お客様ご自身にてレンタカーにてホテルへ移動 

【終日】自由行動となります

【終日】自由行動となります

利用ホテル
旅行代金（お1人様）1室利用人数

朝食 ホテルにてお召し上がりください

朝食 ホテルにてお召し上がりください

朝食 ホテルにてお召し上がりください

朝食 ホテルにてお召し上がりください

●2日目宿泊代は旅行代金に含まれておりません（要 別途手配） 
※ホテルの手配希望の方はお申し込み時にお申し出下さい。

●1日目宿泊代は旅行代金に含まれておりません（要 別途手配） 
※ホテルの手配希望の方はお申し込み時にお申し出下さい。

愛媛 高知 香川

日曜日 ＆ 祝日利用プラン

1日目 2日目 3日目

A

ツイン
ルーム

ツイン
ルーム

和室

シングル
ルーム

シングル
ルーム

または

ツイン
ルーム

シングル
ルーム

または
部屋
指定なし

※入湯税150円が
　別途かかります
　 （現地払い）

3名1室

2名1室

1名1室

99,800

104,800

129,800

円

円

円




