
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～山家清兵衛没後 400年 

仙台歴史姉妹都市 宇和島市訪問 

道後温泉・しまなみ海道と世界遺産宮島を訪ねる旅三泊四日の旅 
日

数 

日付 内容 ご宿泊関

係施設名 

1  

 

 

11 月 

28 日 

土曜日 

          NH362               NH3163 

仙台空港発（09;25）―✈―中部空港（10:50 着/11:15 発）―✈――松山 12:20 着 

 

昼食郷土料理ご賞味＝🚌＝松山 IC＝🚌＝宇和島朝日 IC＝宇和島市内参観 

12:40-13:40 

宇和島市内（伊達家墓地・大隆寺訪問・和霊神社）＝市内ホテル 

15:30-17:30 ※参拝時途中道路事情のためバスからタクシーに乗り換えます。 

  ご夕食は宇和島郷土料理                                           

昼食： 

郷土料理 

夕食： 

宇和島郷土

料理 

【宿泊先】 

JR 宇和島ク

レメント 

2  

11 月 

29 日 

日曜日 

 

ホテル＝＝宇和島城＝＝伊達家博物館・天赦園＝昼食＝道の駅きさいや＝🚌＝宇和島 IC 

08:30  08;40/10:00  10:10-11:30   11:40-12:40 

 

＝＝松山 IC＝＝松山城（眺望）＝＝道後温泉着      宿泊先にてご夕食 

 15:10-16:40           17:00 

朝食： 

ホテル 

昼食： 

宇和島市内 

夕食： 

道後温泉 

【宿泊先】 

道後温泉  

3  

 

11 月 

30 日 

月曜日 

                         ～しまなみ海道～ 

道後温泉＝🚌＝今治タオル美術館＝🚌＝今治 IC＝大山祇神社・昼食喜船にて・大三島＝ 

08:30     09:30-10:30          11:50-14:00 

🚌＝伯方の塩・大三島工場＝🚌＝大三島 IC＝小谷 SA＝広島府中 IC＝＝広島市内 

   14:10-15:00          16:10/30        17:15 

                           ご夕食は芸州瀬戸内料理 

朝食：ホテル 

昼食：大三島 

夕食： 

広島芸州瀬

戸内料理 

【宿泊先】 

三井ガーデ

ンホテル 

4  

 

12 月 

1 日 

火曜日 

                                       

ホテル＝🚌＝平和記念公園資料館＝🚌＝宮島口～🚢～宮島・あなご飯ご賞味・ 

08:30  08:40-10:40  11:30 ～ 12:00 頃                              

宮島専門ガイドさん同行の下 

世界遺産宮島厳島神社見学・・・お買い物などご案内・・・宮島～～🚢～～宮島口 

                         NH3136 

宮島口＝🚌＝廿日市 IC＝🚌＝河内 IC＝広島空港 19:00――✈―――仙台空港 20:20 

                 18:00 頃 

朝食：ホテル 

昼食： 

宮島あなご

料理 

 

 

夕食：各自 

 

※✈：飛行機 🚌：バス 🚢：船  お食事条件 朝食 3 回 昼食 4 回 夕食 3 回を含みます。 

お一部屋お二人様利用のお一人様旅行代金 お一人部屋利用の場合の追加代金 25,000 円（3 泊） 

ご出発日 旅行代金 GO TO 割引 お客様お支払実額 地域クーポン券 

11 月 28 日 土曜日 168,000 円 ▲42,000 円 126,000 円 18,000 円 

募集人数：22 名様 最少催行人数 15 名様以上 添乗員同行 利用予定バス会社 宇和島自動車 

皆様の旅の安心に PCR 検査の費用が含まれます。旅の事前又は事後にお受け下さい。 

この PCR 検査は出発前 1 日前（午前）に検査を受けていただき、その日の午後に結果が判明するも

のです。事後は帰着日の翌日、検査をうけていただき、（午前）その日の午後に結果がでます。 

コロナお守りパック保険
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宮島・厳島神社 

宮島は、太古からその島の姿と、弥山［みせん］を主峰とする山々と、昼なお暗い原

始林に覆われた山容に霊気が感じられたところから、周辺の人々の自然崇拝の対象と

なっていました。嚴島神社は、社伝によりますと推古元年（593）に佐伯部［さえき

べ］の有力者であった佐伯鞍職［さえきくらもと］により現在の場所にご創建された

と伝えられています。大同元年（806）に、僧空海(弘法大師）が唐から帰朝し、宮島

をご覧になり、弥山に御堂を建て、求聞持［ぐもんじ］の修法をされました。久安 2

年（1146）に、平清盛が安芸守に任ぜられました。 清盛公は、嚴島神社を深く信仰

し、舞楽を大阪四天王寺から移したほかに、奉納された写経が平家納経で、国宝中の

国宝と言われています。 その後の鎌倉幕府や室町幕府、地元の領主大内氏や毛利氏、

また、豊臣秀吉も篤く信仰し庇護いたしました。平成 8 年 12 月、「嚴島神社」が、

ユネスコの世界遺産委員会で正式に世界文化遺産として登録されました。世界遺産と

して登録された区域は、社殿を中心とする嚴島神社と、前面の海、及び背後の弥山原

始林（天然記念物）を含む森林区域 431.2 ヘクタールです。厳島全域の約 14 パーセ

ントを占める広い範囲にわたっています。 

仙台市と宇和島市 

仙台藩祖伊達政宗の長子・秀宗が慶長 19 年（1614 年）に宇和島藩祖となって以来,両市

とも城下町として繁栄してきた歴史的関係を基盤として提携しました。宇和島市は,風光

明媚なリアス式海岸や,千メートルを超える鬼ヶ城連山など豊かな自然と,黒潮の影響に

よる温暖な気候に恵まれた地で,四国南部の中核都市として発展しています。 穏やかな

宇和海で育まれる真珠や,温暖な気候で育つみかんなどが特産品として知られています。 

山家清兵衛：1615 年(元和 1)伊達政宗が子秀宗につけた宇和島藩の惣奉行。実名公頼。

家禄 1000 石。20 年 6 月 30 日夜，藩主秀宗の密命により暗殺された。その理由は，所

領 10 万石のうち 3 万石を公頼の献策により政宗の隠居料として割いたことと，大坂城修

復工事などにおいて藩内反対派が讒訴（ざんそ）したことによる。その後，天災や関係

者の遭難などが公頼の御霊のたたりとされ，53 年(承応 2)山頼和霊（やまよりわれい）

社(和霊神社)が建てられ，和霊信仰がひろまった。 

しまなみ海道 

瀬戸内海に浮かぶ島々を 7 つの橋で結んだ「瀬戸内しま

なみ海道」。青い海、緑豊かな島、美しい橋が織り成す風

景に息をのみ、島に暮らす人々との触れ合いに感動！瀬

戸内海の多島美が一望できる絶景スポット、村上海賊ゆ

かりの地を巡る旅、季節の花々を感じる島など、豊かで

贅沢な時間が過ごせます。「サイクリストの聖地」として

知られていて、潮風に吹かれながらのサイクリングは最

高！「瀬戸内しまなみ海道」にはさまざまな魅力があり

ます 

広島平和記念資料館：広島平和記念資料館は、原子爆弾

による被害の実相を世界中の人々に伝え、ヒロシマの心

である核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するこ

とを目的に、1955 年(昭和 30 年)に開館しました。1945

年(昭和 20 年)8 月 6 日午前 8 時 15 分、広島は世界で初

めて原子爆弾による被害を受けました。まちはほとんど

が破壊され、平和記念資料館は、東館・本館からなり、

被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資料を収集・展

示するとともに、広島の被爆前後の歩みや核時代の状況

などについて紹介しています。 



  

 

 2018 年 3 月に全部屋のリニューアル完了！JR 宇和島駅に直結し、 

ビジネス、レジャーの拠点として最適の立地。 全室 Wi-Fi 完備。 

隣接平面駐車場有り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コロナ感染症対策】 

今ツアーはコロナ感染症対策の為、一台のバスの定員人数を半分にいたしております。 

ご集合時・毎日の乗車時は検温のチェックを行います。体調のすぐれない方がおりましたならば、ツアー同行をご遠慮頂く場合があり

ます。乗務員・添乗員は手洗い・うがいの励行を行います。勤務中もマスクの着用をいたします。各地の説明時、密にならないよう、

参加者の皆様には。イヤホンマイクを利用して説明申し上げます。全行程 添乗員 ガイド が同行します。 

 
【事前同意事項】 
PCR 検査は国立感染症研究所「臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019-nCoV 遺伝子検査方法について」の最新
版に掲載された検査方法に基づく、新型コロナウイルス検査方法です。 
但し「測定値が検出限界以下は陰性と表示」のため、100％正しいということではないということを予めご了承の上、お
申込下さい。 
 

 

この旅行商品は GoTo トラベル事業の支援対象です。 

この旅行代金から GoTo トラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払実額となります。尚、お取消し

の際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。 

2019 年 10 月、日本最古の道後温泉にて、 日本最新の環境対応型ＺＥＢ

（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）ホテルとしてグランドオープン「人

と環境にやさしい」をコンセプトに、 温泉宿のくつろぎと、ホテルステ

イの快適さを提供いたします。 

この地のシンボル「道後温泉本館」を目前に、松山の城下を一望する眺望

絶佳の温泉大浴場。瀬戸内の旬の食材を取り入れた、メインディッシュと

ブッフェディナー。歴史と文学、日本最古の温泉を堪能し、上質で特別な

ひとときを大切な人とお過ごしください 

緑溢れる平和大通り沿いに立地し、市内観光・ショッピング・ビジネス

に便利。 

朝食会場となるスカイレストラン「コフレール」からの眺望は抜群。 

北側はマウンテンビュー、南側は瀬戸内海に浮かぶ島々を一望できます。 

インテリアモチーフは、瀬戸内の海や地元の特産品。 

広島をより楽しんでいただける快適空間をご用意しました。 



申込先：株式会社ワールドトラベル 

FAX:022-232-8085  
又は E-mail : tabi@world-travel.co.jp 

Go to トラベル事業 支援対象 
～山家清兵衛没後 400年、仙台歴史姉妹都市 宇和島市訪問・道後温泉・ 

しまなみ海道と世界遺産宮島を訪ねる旅三泊四日の旅 
◆代表者に〇印をご記入下さい（※ ）（東北域内周遊促進事業の条件及び同意書の条件を理解して申し込みます） 

代表者 （ふりがな） 
参加者ご芳名 

ご住所と電話番号 
    

男女別 
年齢 

お部屋割り PCR 検査申込 

〇をつけてください 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ） 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

※足りない場合はコピーしてご記入下さい。 

この書面は旅行業法第 12 条の 4 による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合、同法第 12 条の 5 によ

り交付する契約書面の一部となります。該当ツアーのパンフレットとあわせてご確認のうえ、お申込ください。※

旅行業法施行規則第 32 条より、旅程管理業務は事前にお渡しする書類をもってこれに代えます。 

（旅行企画・実施） 
 

株式会社ワールドトラベル  
 

 

 

旅行条件書 国内旅行 募集型企画旅行 

■募集型企画旅行■ 
 
 

募集型企画旅行契約 

(1)この旅行はトラベル e 旅.com（宮城県知事登録第３１８号）（以下「当社」

といいます。）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。 

(2)旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする国内

募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募集

型企画旅行契約の部）によります。 

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕 

・当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただ

きます。 

・申込金（お１人様につき） 

旅行代金 30,000 円未満 60,000 円未満 60,000 円以上 

お申込金 6､000 円 12,000 円 旅行代金の 20％ 

・申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。 

・お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって

成立するものといたします。 

〔旅行代金のお支払い〕 

・残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日より前

にお支払いいただきます。 

〔旅行代金に含まれるもの〕 

・旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金、観光料金 

 ※特に注釈のない限り普通座席 

・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料 

・旅行日程に明示した食事料金及び税、サービス料 

・団体行動に必要な心付 

・添乗員付コースの場合の添乗員同行費用 

〔旅行代金に含まれないもの〕 
・超過手荷物料金 

・クリーニング代、電報電話料、追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそ

れに伴う税金、サービス料 

・希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金 

・お客様の傷害・疾病に対する医療費 

〔旅行契約内容・代金の変更〕 

・当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳し

くは「条件書」によります。 

■募集型企画旅行■ 
 
 

募集型企画旅行契約 

(1)この旅行はワールドトラベル（観光庁長官登録旅行業第 1546 号）（以下「当

社」といいます。）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。 

(2)旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする国内

募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募集

型企画旅行契約の部）によります。 

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕 

・当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただ

きます。 

・申込金（お１人様につき） 

旅行代金 30,000 円未満 60,000 円未満 60,000 円以上 

お申込金 6､000 円 12,000 円 旅行代金の 20％ 

・申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。 

・お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって

成立するものといたします。 

〔旅行代金のお支払い〕 

・残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日より前

にお支払いいただきます。 

〔旅行代金に含まれるもの〕 

・旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金、観光料金 

 ※特に注釈のない限り普通座席 

・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料 

・旅行日程に明示した食事料金及び税、サービス料 

・団体行動に必要な心付 

・添乗員付コースの場合の添乗員同行費用 

〔旅行代金に含まれないもの〕 
・超過手荷物料金 

・クリーニング代、電報電話料、追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそ

れに伴う税金、サービス料 

・希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金 

・お客様の傷害・疾病に対する医療費 

〔旅行契約内容・代金の変更〕 

・当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳し

くは「条件書」によります。 

〔取消料〕 

・ お 客

 〔取消料〕 

・お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができ

ます。 

解 除 時 期 等 取 消 料 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

20～8 日目 

(日帰り旅行は 10～8 日目) 

旅行代金の 

20％ 

 7～前々日 30％ 
前日の解除 40％ 

旅行開始当日の解除 50％ 

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 100％ 

                                 

                                     

〔当社の責任〕 

・当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたし

ます。 

・お荷物に関する賠償限度額は当社の故意または重過失による場合を除きお

一人 15 万円までとし、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に通知され

た場合に限ります。 

・その他は「条件書」によります。 

〔特別補償〕 

・当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、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った一定の損害について補償金及

び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 

〔旅程保証〕 

・旅行日程に重要な変更が行なわれた場合には、当社はその変更の内容に応

じて変更補償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 

〔お客様の責任〕 

・当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により

当社が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。 

〔クレジットカード利用の通信契約〕 

・当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といい

ます。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下

「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお

申し込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に

加えて「カード名」「カード番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出い

ただきます。 

・通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時

に成立し、その他の通信手段による申込の場合は、当社が契約の締結を承諾

する旨の通知を発した時に成立するものとします。 

・通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅

行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立

日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 

様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。 
解 除 時 期 等 取 消 料 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

20～8 日目 

(日帰り旅行は 10～8 日目) 

旅行代金の 

20％ 

 7～前々日 30％ 

前日の解除 40％ 

旅行開始当日の解除 50％ 
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 100％ 

                                 

                                     

〔当社の責任〕 

・当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたし

ます。 

・お荷物に関する賠償限度額は当社の故意または重過失による場合を除きお

一人 15 万円までとし、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に通知された

場合に限ります。 

・その他は「条件書」によります。 

〔特別補償〕 

・当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、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った一定の損害について補償金及

び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 

〔旅程保証〕 

・旅行日程に重要な変更が行なわれた場合には、当社はその変更の内容に応

じて変更補償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 

〔お客様の責任〕 

・当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により

当社が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。 

〔クレジットカード利用の通信契約〕 
・当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といい

ます。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以

下「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行の

お申し込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」

に加えて「カード名」「カード番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出

いただきます。 

・通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時

に成立し、その他の通信手段による申込の場合は、当社が契約の締結を承諾

する旨の通知を発した時に成立するものとします。 

・通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅

行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立

日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 

〔最少催行人員〕 

・日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止すること

があります。ただし、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（日帰り旅行については 3 日目）にあたる日より

前に通知いたします。 

〔最終日程表の交付時期〕 

・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程

表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の 7

日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付す

ることがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただけ

れば手配状況についてご説明いたします。 

〔個人情報の取り扱いについて〕 
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の

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、お客様がお申込いただいた旅行の手配において必要な範囲

内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。 

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕  

・ この旅行条件は、下記の日付を基準としています。 

２００７年１０月１日 

 

旅行企画・実施 
トラベル e 旅.com 
電話０２２－７９７－５００５ 
FAX ０２２－７９７－５００６ 
〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 2 丁目 5-18 
大熊ビル 401 
総合旅行業務取扱管理者:佐藤芳郎 
宮城県知事登録第二―３１８ 
社団法人日本旅行業協会正会員 

〔最少催行人員〕 

・日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止すること

があります。ただし、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（日帰り旅行については 3 日目）にあたる日より

前に通知いたします。 

〔最終日程表の交付時期〕 

・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程

表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の 7

日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付す

ることがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただけ

れば手配状況についてご説明いたします。 

〔個人情報の取り扱いについて〕 
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の

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、お客様がお申込いただいた旅行の手配において必要な範囲

内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。 

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕  

・ この旅行条件は、下記の日付を基準としています。 

２００７年１０月１日 

 

旅行企画・実施 
トラベル e 旅.com 
電話０２２－７９７－５００５ 
FAX ０２２－７９７－５００６ 
〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 2 丁目 5-18 
大熊ビル 401 
総合旅行業務取扱管理者:佐藤芳郎 
宮城県知事登録第二―３１８ 
社団法人日本旅行業協会正会員 

〔最少催行人員〕 

・日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止することが

あります。ただし、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（日帰り旅行については 3 日目）にあたる日より前に通

知いたします。 

〔最終日程表の交付時期〕 

・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表

は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の 7 日前

以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付すること

があります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配

状況についてご説明いたします。 

〔個人情報の取り扱いについて〕 
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個

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、お客様がお申込いただいた旅行の手配において必要な範囲内で運

送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。 

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕  

・ この旅行条件は、下記の日付を基準としています。 

２００７年１０月１日 

 

旅行企画・実施 

株式会社ワールドトラベル 

電話０２２－２３２－８０５１ 

FAX０２２－２３２－８０８５ 

〒984-0015 

仙台市若林区卸町 4-3-1 

総合旅行業務取扱管理者:加藤 重雄 

観光庁長官登録旅行業 

日本旅行業協会正会員 

 


