
こんなこと できます

こと スクール

『第2のふるさとづくりプロジェクト』モデル実証事業

株式会社JTB 京都支店旅行企画・実施

〈会場〉京都里山SDGsラボ「ことす」　〈協力〉京都超SDGsコンソーシアム・京都大学・京都里山SDGsラボ運営協議会

ご参加のお客様には、アンケート等、商品造成に係る改善点、ご意見等をお伺いさせていただきますので、ご協力お願い申し上げます。

ことをおこす

スクール

京都里山SDGsラボ

「ことす」で体験できる

社会課題解決を目指す

企業・団体向け

SDGs研修プログラム

開催
日程

第1回
10月17日 ～19日2022年 月 水

【こと：ファクトリー入門編】研修 第2回【京都SDGsパートナー】研修
11月9日 ～11日2022年 水 金

自然の中で
リフレッシュ

共創メンバー講師のご紹介

京都超SDGsコンソーシアム

エコ～るど京大

新しい価値を
創り出せる！

廃校を利用した
多機能施設で学ぶ

豊富な取り組みで
SDGsを学ぶ

SDGs先進都市である京都市をフィールドに産学公が連携し、SDGsの達成に
向けてともに考え、行動し、発信する「京都産学公SDGs連携ネットワーク」です。

エコ～るど京大は京都大学の学部生、院生
と教職員で構成されている団体です。名前
のエコ～るどは、エコ×世界（ワールド）から
の造語で、『Thinkglobally, Act locally, 
Feel in the Campus!』を願ってつけたも
のです。また、エコ～る（École）とはフランス
語で学校を意味し、京大の中でエコを学ぶ
学校を特別に開校するという意味も込めて
います。

都会と離れた自然環境の中で、ことす思考のSDGsを学びましょう。

研修中には、業務時間も確保されているので、快適なテレワーク施設で仕事も可能です。

また、木工ラボやキッチンラボなどを利用した多彩なアクティビティもご利用いただけます。

研修終了後には“「こと：スクール」修了書”を発行します。
※「ことす思考」未来がどうあるべきかをベースに集合知を生み出す思考方法

産学公民からSDGs活動、資源循環、サーキュラーエコノミーの
知識・経験が豊富な講師による特別講義を受講できます。
※研修プログラムの講師は参加企業、開催日程に合わせて変更致します。

「京都超SDGsコンソーシアム」や「エコ～るど京大」のメンバーを中心に
参加者の目標達成をサポートいたします。

総合リサイクル業としてリサイクル率99％を実現し、リユー
ス市場やモノ：ファクトリーの創設等、リマーケティングビ
ジネスを確立。多くの企業の循環ビジネスの構築、CO2
削減や廃棄物のリサイクル化など、環境分野全般のコン
サルティング、研修などを行う。2013年Good Design 
Award、未来づくりデザイン特別賞。著書に『捨て方をデ
ザインする循環ビジネス』（誠文堂新光社）など。

中台 澄之
株式会社ナカダイ　株式会社モノファクトリー
代表取締役

京都府出身。京都大学地球環境学堂准教授。「ごみ」や
「環境教育」「SDGs／持続可能なコミュニティ創出」など
が研究テーマ。また、「びっくり！エコ100選」や「3R・低炭
素社会検定」「エコ～るど京大」「京都超SDGsコンソーシ
アム」「京都里山SDGsラボ（ことす）」などを立ち上げ、社
会にムーブメントをおこすべく、実践・啓発活動や情報発
信にも力を注いでいる。

浅利 美鈴
京都大学地球環境学堂准教授

とは

とは

こと：スクールでは

It’s so c
ool

〒600-8023 京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7階

※掲載写真は全てイメージです。

※掲載写真は全てイメージです。



「京都SDGsパートナー」研修 3
日間

3
日間

自社のSDGs・持続可能性に向き合うための

京都SDGsパートナー制度を活用し、参加企業のSDGsに資する活動や取組を基に参加企業の2030年に向けた
目指すべき姿や、さらなる取組を共に考え、実現に向けた提案書の作成を行います。研修終了後に社内合意が
得られたものは、京都SDGsパートナー制度へ登録を行います。

●社内向け提案書の完成
●社内向け提案書が、京都SDGs
パートナー制度の申請書となります。

各
自
分
析

●自社にて京都SDGsパートナー制度の
チェックシートに入力してください。

調　査

自社の活動や取組などをまとめましょう。

プログラムの概要

〈監修／運営〉京都大学、こと：ファクトリー、京都超SDGsコンソーシアム、
京都里山SDGsラボ運営協議会

※知識・経験が豊富な講師によって、左記の流れで研修を進めます。

■旅行代金に含まれるもの：ペンション愛宕道での宿泊代、
食事代（朝食2回・昼食2回・夕食2回）、
研修プログラム代

●社内向け提案書の完成

●作成した実施提案書を相互に
発表し、意見交換を行いましょう。

●意見交換の結果を経て、実施提案書を完成させる。
●希望者は、研修を実現するための実践プログラムで
ある「こと：ファクトリー」へ進むことも可能です。

相互発表

●事前作業の分析結果や事例紹介を元に、
「ことす思考」についてレクチャー。
●廃棄物を使ったワークを実施。
●アップサイクルを学びながら実践し、
実施計画をブラッシュアップしていきましょう。

●学びを元に実施提案書を作成。

実践ワーク

座
学

講
義
90分

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

●廃棄物の発生・リサイクルの
現状についてのレクチャー

事例紹介

各
自
分
析

●サーキュラーエコノミー実現に
向けた自社の現状や課題を
ワークシートに沿って書きだす。

分　析

自社の状況と課題を確認しましょう。

ご旅行代金

同行しませんが、現地係員がご案内します。
添 乗 員

朝食2回・昼食2回・夕食2回
食 事

定員/催行人数
定員：8名　最少催行人員：1名
※1社からのご応募は最大3名までとなります。

集合時間／場所
14：30／京都里山SDGsラボ「ことす」受付

プログラムの概要

第1
10 ～

回

17月
19水

「こと：ファクトリー入門編」研修
循環経済デザインへ思考を切り替えるための

「こと：ファクトリー入門編」では、素材づくりをはじめ、製造、加工、デザイン、販売まで、これまでのリニアエコノミー
からサーキュラーエコノミーへの転換にむけた、新しい時代へのものづくり研修と、分野を超えたネットワーク
づくりを目指します。

11

第2 回

～9水

11金

1
2
3

座
学

講
義
90分

グ
ル
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プ
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●チェックシートを基に
自社の強み・弱みを
SDGsの視点で分析。

分　析

●作成した実施提案書を相互に
発表し、意見交換を行います。

相互発表

●自社目標の達成に向けたSDGsに関する
重点的な取組などを検討し、
実施提案書を作成します。

改善案検討

●分析結果や他社の取組を参考にさらなる
取組の検討や2030年に達成すべき目標や
運営・事業方針を設定。

目標設定

サーキュラーエコノミーに向けた自社製品、デザイン、
サービスの再構築、再設計などを目指す企業団体・個人など

実施対象 SDGsに取り組みたい、
自社の持続可能性を深化させたい企業など

実施対象

Aコース 55,000円1名1室 50,000円2名1室

おとなのみ・おひとり様

Bコース 50,000円男女別相部屋／2～４名１室

※こども・幼児はご参加いただけません。
※集合場所の「ことす」および宿泊場所のペンション愛宕道へは、マイカー
あるいは、こと：スクールの送迎車（旅行契約には含まれておりません。）で
ご移動くださいませ。京都里山SDGsラボ「ことす」からペンション愛宕道は、
車で約10分(片道)です。

〈監修／運営〉京都大学、京都超SDGsコンソーシアム、京都里山SDGsラボ運営協議会
※知識・経験が豊富な講師によって、左記の流れで研修を進めます。
〈監修／運営〉京都大学、京都超SDGsコンソーシアム、京都里山SDGsラボ運営協議会
※知識・経験が豊富な講師によって、左記の流れで研修を進めます。

※京都SDGsパートナー制度登録費用込みとなります。
■旅行代金に含まれるもの：ペンション愛宕道での宿泊代、

食事代（朝食2回・昼食2回・夕食2回）、
研修プログラム代

ご旅行代金

同行しませんが、現地係員がご案内します。
添 乗 員

朝食2回・昼食2回・夕食2回
食 事

定員/催行人数
定員：8名　最少催行人員：1名
※1社からのご応募は最大3名までとなります。

集合時間／場所
14：30／京都里山SDGsラボ「ことす」受付

Cコース 55,000円1名1室 50,000円2名1室

おとなのみ・おひとり様

Dコース 50,000円男女別相部屋／2～４名１室

※こども・幼児はご参加いただけません。
※集合場所の「ことす」および宿泊場所のペンション愛宕道へは、マイカー
あるいは、こと：スクールの送迎車（旅行契約には含まれておりません。）で
ご移動くださいませ。京都里山SDGsラボ「ことす」からペンション愛宕道は、
車で約10分(片道)です。

5時間
30分

3日間合計
5時間
30分

3日間合計



薪わり

火おこし
！かーらーのー

■部屋タイプ：〈洋室・トイレ付・風呂なし〉ツインまたはトリプル（定員１～２名）
〈和室・トイレ付・風呂なし〉10畳部屋（定員２～４名）

※お部屋にシャワー・お風呂はございません。1階に男女別の共同風呂がございます。

ペンション愛宕道

ペンション愛宕道について詳しくは
ペンション愛宕道

北
山
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寂
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北山杉の杉木立に囲まれた
ゆっくりとくつろげるペンション

ご宿泊ペンションのご案内

洋室（イメージ）洋室（イメージ） 和室（イメージ）和室（イメージ） 館内（イメージ）館内（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

研修ツアーでSDGsの
実践力をつけましょう。

time
schedule

研修ツアー
スケジュール

世界で一つの

マイグッズが

できたよ！

おいしく
できる
カナ？

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

22：00

夕食:SDGsバーベキュー

14：30 現地集合

夕食

自由時間

自由時間

里山自然体験

昼食：ことす

朝食 朝食

自由時間

昼食：ことす

自由時間

1日目 2日目 3日目

SDGsクッキング体験

（　　　　　　　　　　　　　　）食ロスゼロ調理、薪割り、
火起こし体験など

ことすで
SDGsを
愉しむ

京都里山SDGsラボ「ことす」では地域や行政、企業・大学が
連携しながら持続可能な地域づくり・施設運営を目指し様々
な取組を行っております。常設展示コーナーは研修プログラ
ム中も自由に見学いただけます。ここではその一部をご紹介
します。

京都里山SDGsラボ“ことす”は自然豊かな環境の中で全館wi-fiを完備。また、木工ラボを
利用したDIYワークショップをご体験いただけますので、研修プログラムの合間に是非ご利用ください。

木工ラボを活用したDIYワークシ
ョップ体験

プログラムに参加しよう！

マイはしづくり
北山杉を自分で削って
オリジナルのマイ箸を
作ります。
●定員：5名～10名
●時間：1時間
●費用：700円

キーホルダーづくり
北山丸太や様 の々樹種の端材を利
用して木に思い出の絵をかいたり、
ウッドバーニング（ペン先で焦が
す）で文字や絵をかいたりします。
●定員：5名～10名
●時間：1時間
●費用：700円

木の表札づくり
北山丸太の板に、広葉樹の小
枝や実を利用して、自分だけの
表札を作ります。また、彫刻刀で
文字を彫って表札を作ります。
●定員：5名～10名
●時間：1～2時間
●費用：1,500円

木工パズルづくり
角材を利用して、立体知恵の
輪パズル作ります。のみで削り
ながら結合部を調整します。
他に星型もあります。
●定員：4名～5名
●時間：2～3時間
●費用：1,500円

折りたたみいすづくり
角材や板を加工し折りたたみ
可能ないすを作ります。ピタッ
とたためるには精度が求めら
れます。
●定員：4名～5名
●時間：2～3時間
●費用：4,000円

まな板づくり
桧の板を加工し、カッティン
グボードを作ります。
●定員：4名～5名
●時間：1時間
●費用：1,200円

ことすSDGs運用
2025大阪・関西万博の持続可
能性への挑戦に賛同し、そのト
レーニングにもなるような運用を
目指しています。京大生による
SDGsガイドを活用し、研修中も、
みなさんと一緒に取り組みます。

ごみ減量と資源の有効活用を目的と
し、小規模のバイオガス化プラントを
設置しております。地域の方の協力を
得て、生ごみの回収、液肥やガスを生
成しております。液肥はことす近くの
農園等で利用し、地域農産物の高付
加価値化を目指しております。

アマゴ養殖プラント
ことす入居企業でもあるRICOH
のウルトラファインバブル技術を
用いたアマゴの養殖プラントを
設置しています。自然共生の学
びにつなげると共に、地域観光
の促進や名産品の開発に向け
活動しております。

SDGs問答
多様なゲストをお迎えし、福祉や
ジェンダー、文化、宇宙など、あら
ゆるテーマで、世代を超えて問
答を開催しております。DXルー
ム（元・音楽室）からオンラインで
のライブ配信を行い、世界に向
けて発信をしております。

京北めぐる市
毎月第4土曜日にモノと想いが巡るフ
リーマーケットを開催しております。
不用品の回収や飲食ブース、ごみ拾
いイベント、健康コーナー等、多様な
催しを行い地域コミュニティの活性化
を目指しております。

捨てられる運命のものを回収し
て手を加え、用途の変換やデザ
インの工夫を通じて価値を向上
させた上で、再度私たちの暮らし
に戻す〝アップサイクル″を普及
させようと、全国から優れた作品
を集めて展示しております。

生ごみバイオガス化
プラント

アップサイクル作品展

別途料金要

一部、別途料金要

※自由時間の体験・ワークショップ等のご参加は別途料金がかかるものがあります。
※集合場所の「ことす」および宿泊場所のペンション愛宕道へは、マイカーあるいは、こと：スクールの送迎車（旅行契約には含まれておりません。）で
ご移動くださいませ。京都里山SDGsラボ「ことす」からペンション愛宕道は、車で約10分(片道)です。

1

2

3

14：00 昼食後、現地解散

10：30 「ことす」受付窓口にご集合
10：30 「ことす」受付窓口にご集合

を楽しめるプログラムもご用意しています！自由時間 別途料金要

ことすでは掲載の他にも様 な々ワークショップを開催しております。
詳しくは「ことすホームページ」をご覧ください。➡

※掲載写真は全てイメージです。
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京都市立京都
京北小中学校

京都市京北
合同庁舎 駐車場

ことす
（元京北第一小学校）

サンダイコー
京北店

佐々江下中線

宮の辻神吉線

大
堰
川

桂
川

弓
削
川

P

道の駅
ウッディー京北

たとえば・・
・

京都市の中山間地域に位置する
自然豊かな里山・
京北（けいほく）地域で
お過ごしください。

京北は京都市の北西部、「桂川」の源流域に位置し、

地域の93％が森林に占められた、緑あふれる環境です。

木材の名産地としてその名を知られています。

京北地域について京北地域について

Access
 

京北（周山）へのアクセス

ことす 京都市右京区京北周山町下寺田11 元京北第一小内
●京都縦貫自動車道「園部I.C.」から車で約35分　●国道162号「福王子」から車で約30分

ペンション愛宕道
●京都駅よりＪＲバス(高雄・京北線)「周山」行きで
約７０分「細野口」下車徒歩8分

●名神・京都南Ｉ.Ｃ.又は、京都駅から国道162号を
五条天神川～福王子～高雄～笠トンネルを抜け
細野口信号左折600ｍ

ペンションでごゆっくり。

道の駅 ウッディー京北
●京都駅烏丸口より
JRバス「高雄・京北線 周山方面」行きで
約80分「京北合同庁舎前」下車、徒歩1分

●名神京都南I.C.・京都東I.C.又は、国道1号などから
国道162号（周山街道）高雄経由→周山～ウッディー京北
（国道162号福王子交差点から約30分）

木の香りでいっぱいの館内です。

あうる京北
●JR京都駅から車で約80分
●JR二条駅から車で約60分
●福王子から車で約40分
●京都縦貫道・園部インターから車で約30分

最大200名まで利用可能なホールがあります。

料理旅館 すし米
●京都駅烏丸口よりＪＲバス「高雄・京北線 周山方面」
行きで約80分。「周山」下車、徒歩３分（周山大橋南詰）

●名神京都東I.C.・京都南I.C.又は、国道１号・９号・１７１号
などから国道１６２号（周山街道）に入り、
福王寺、高雄を経て周山（高雄より約２５分）

静かな寛ぎのひとときをお過ごしください。

「周山」バス停〈運営〉西日本JRバス（株）、南丹市営バス

高雄・京北線と京北線のバスが停車します。

京都南I.C.

名
神
高
速
道
路

東海道本線

京都東
I.C.京都

至 黒田・花脊→

至 美山・小浜↑

至 福知山↑

至 大津↑

園部I.C.

京
都
縦
貫
自
動
車
道

162

477

19

78

19

車でお越しの方

バスでお越しの方

［京都・大阪方面から名神高速道路南又は東 I.C. 方面から］
国道1、9、171号線などから国道162号線（周山街道）に入り福王
子交差点から高雄を経て京北地域へ（福王子交差点から22㎞）

［南丹方面から］
京都縦貫道園部I.C.から府道19号線道、78号線を経由し京北
地域へ（園部I.C.から約20分）

［JR 京都駅・阪急大宮駅・JR/ 地下鉄二条駅などから］
JRバス周山行き 京都駅から約1時間30分

京北地域へ

至 大阪↓

京北エリア
（周山）

京都市
京都駅

企業の目的、得たい効果に応じて、さまざまなワーケーション先から最適な地域・施設を企業様にご提案。
またワーケーション先の提案だけではなく、宿泊先や交通手配、現地での観光プログラムや交流プログラムなど、
JTBがプラットフォームとしてワンストップでご用意します。

あなたにあった
「ワーケーション」を
探しましょう。

JTBは新たなライフスタイル「ワーケーション」をサポートします！

■実施までの流れ

ペンション愛宕道
細野上公民館

あうる京北

162

477

477

78

363

ことす周辺のご案内

料理旅館 すし米

「周山」バス停

あうる京北あうる京北

道の駅
ウッディー京北
道の駅

ウッディー京北

料理旅館
すし米
料理旅館
すし米

ペンション愛宕道ペンション愛宕道

ワーケーションの目
的、組織やチーム
の現状と目指す
姿、その他ご要望
等をお伺いします。

ご要望に沿った最
適な提案をします。
再度ヒアリングさ
せていただくことも
ございます。

ワークスペースや
宿泊先、交通、現地
プログラムなど、必
要なものを一括し
て手配いたします。

会議当日の運営もサポート
いたします。また会議の狙い
がしっかり達成されているの
かを検証する効果測定の相
談も承ります。

終了後には、ご担当
者様と振り返りを
実施。次回へ向け
ての改善提案をさ
せていただきます。

ヒアリング 企画・提案 手 配 実 施 振り返り

宿泊先
ワークスペースは？

eバイク
交通手段は？

現地での

大堰川の大自然で
プログラムは？

現地での

休暇中に仕事を
織り込んだスタイル

《休暇型》

オフサイト会議《業務型》

《ミーティング型／研修型／アウトドア型》

周山

AFH2201043観光庁長官登録旅行業第64号　一般社団法人日本旅行業協会正会員
京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7階

旅行企画・実施 京都支店

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB京都支店（京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7階観
光庁長官登録旅行業第64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」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途
お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面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。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）所定の申込書に必要事項を記入し、申込金を添えてお申込みください。旅行契約は当社らが契約の締結を承

諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（2）当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあり

ます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した
日の翌日から起算して3日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約
は、電話によるお申し込みの場合、申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリその他の通信
手段でお申し込みの場合、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したと
きに成立いたします。

（3）お申込金（おひとり） 旅行代金全額
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合
で契約を解除されるときは、
次の金額を取消料として
申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示したプログラム代、宿泊代、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税（コースに含まれない交通費

等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
（2）添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料
等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の
点で異なります。

（1）通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立する
ものとします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

（2）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、
規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金の
お支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償
規程に基づき、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、その身体、生命又は手荷物上に
被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：１,５００万円　・入院見舞金：２～２０万円　・通院見舞金：１～５万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個または1対あたり１０万円を限度とします。）
●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、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、加害者への損害賠償請求や
賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様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、お申込店の販売員にお問い合せください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員、運送・宿泊機関等旅行サービス提供会社、または、お申込
店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について
（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡の

ために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受
領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必
要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みい
ただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込
み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付すること
により提供いたします。

（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺
いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた
場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて
連絡先の方の同意を得るものとします。

（3）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、
当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社JTB お客様相談室　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は　2022年8月1日を基準としております。又、旅行代金は2022年8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・お問合わせは

〒600-8023 京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル5階
営業時間 ： 平日10：00～17：30／土曜・日曜・祝日休業　総合旅行業務取扱管理者 ： 渋谷 徹
観光庁長官登録旅行業第64号　一般社団法人日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

お申し込みはWEBで受付しております。

ご旅行条件（要約）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。

●当日全てのお客様に検温をさせて頂きます。
37.5度以上の発熱が確認されたお客様の
ご参加はお断りいたします。

●ご参加の際は、手指消毒と
マスクの着用を
お願いいたします。

●室内換気のご協力を
お願いいたします。

新型コロナウイルス
感染症対策を
徹底します！

1. 11日目にあたる日以前の解除
契約解除の日 取消料（お1人様）

6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加
5. 当日の解除（6を除く）
4. 旅行開始日の前日の解除
3. 7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）
2. 10日目にあたる日以降の解除（3～6を除く）

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

無料

旅行代金の30％
旅行代金の20％

旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

JTB 京都仕入販売センター株式会社 TEL 075-365-3124

ご連絡先メールアドレス kyoto_sustainable@jtb.com

https://www.jtb.co.jp/tabeat/List.asp?
tourno=b0b9753cb3ae43cbbc334d5b
WEBよりお申し込みができない場合は、事務局より申請フォームをメールにて送信
いたします。左記担当者宛にお名前・ご連絡先・メールアドレスをご連絡ください。
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