
【問合せ / 申し込み】
長門市観光コンベンション協会　〒759-4101 山口県長門市東深川 1324 番地 1
TEL：0837-22-8404　FAX：0837-22-8409   http://www.nanavi.jp　info@nanavi.jp
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豊かな自然や良い景色を見ら

れる場所を歩いて巡りながら、

温泉地が持つ「食」と「文化」

の魅力を体感するウォーキング

イベントです！

©murao

俵山の里山をめぐる約 8km のウォーキング！今回のテーマは 【ジビエ】
農家の縁側や絶景ポイントに、 日常化している里山のジビエを究極のグルメでご提供。

ゆっくりと流れる時間と地元の味で癒されたら、 次は俵山温泉の 「回復力」。

溶存水素の還元力が “リウマチの名湯” と言わしめた西日本屈指の湯治湯。

身体の隅々まで染み入るような湯治力で身体をリセットしましょう！

さらに、 宿泊者限定で、 ナイトサファリもご用意！

わくわく、 どきどきの鹿ツアー！
満天の星空は里山の夜景。 昼も夜も俵山を楽しんじゃいましょう！

俵山の里山をめぐる約 8km のウォーキング！今回のテーマは 【ジビエ】
農家の縁側や絶景ポイントに、 日常化している里山のジビエを究極のグルメでご提供。

ゆっくりと流れる時間と地元の味で癒されたら、 次は俵山温泉の 「回復力」。

溶存水素の還元力が “リウマチの名湯” と言わしめた西日本屈指の湯治湯。

身体の隅々まで染み入るような湯治力で身体をリセットしましょう！

さらに、 宿泊者限定で、 ナイトサファリもご用意！

わくわく、 どきどきの鹿ツアー！
満天の星空は里山の夜景。 昼も夜も俵山を楽しんじゃいましょう！

ナイトサファリで鹿ツアー体験！ナイトサファリで鹿ツアー体験！
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2018年 3月 3日（土）10:00～ 14:002018年 3月 3日（土）10:00～ 14:00
長門市俵山(全長8km)長門市俵山(全長8km)

日帰り参加費　（おひとり様）

4,900 円
日帰り参加費　（おひとり様）

4,900 円
お得な宿泊プラン （おひとり様）

12,800 円～
お得な宿泊プラン （おひとり様）

12,800 円～
お得な宿泊プラン （おひとり様）

12,800 円～

ジビエ(鹿肉）料理ジビエ(鹿肉）料理



日　時

定　員

集合場所

参加料金

参加条件

申し込み

ONSEN・ガストロノミーウォーキングin長門・俵山温泉

2018/3/3 （土） 10 ： 00 ～ 14 ： 00
◎09 ： 30 ～　集合
◎10 ： 00 ～　スタート

俵山温泉湯町駐車場 （無料駐車場有）
山口県長門市俵山温泉 5080-1
※スタートの 30 分前までに集合してください

50 名　※定員になり次第終了します。
◆申込締切◆　2/25 （日）

日帰り 4,900 円 ( 温泉 1 回券付き）

◆お得な宿泊プラン◆

 （イベント参加費＋1 日温泉手形付き）
　A ランク　13,800 円　1 泊 2 食付き
　B ランク　12,800 円　1 泊 2 食付き

◇オプション　そば打ち体験とランチ◇

　日時 ： 3/4 （日） 11 ： 00 ～ 14 ： 00
　場所 ： 里山ステーション俵山
　料金 :2,000 円

・ 国籍、 性別等は一切問いません。
・ 大会のきまりやマナー、 交通ルールを守れる人。
・ 上り坂、 下り坂を歩ける人。

※お酒を伴うイベントとなりますので、 飲食をされる
場合には、 公共交通機関などをご利用ください。

長門市観光情報サイト 「ななび」 の本イベント
ページにある申込フォームを使って、 メールか
FAX でお申込みください。
電話によるお申込みもできます。

①スタート
俵山温泉湯町駐車場

②焚火カフェ

甘酒、 山口県の地酒 【獺祭】、

かきもち、 焼き芋

最終ゴール / 俵山温泉駐車場

   自由解散

地酒 【ほれぼれ】、 鹿のロースト、
里山バーニャカウダ、 エンドウ
豆のお豆腐

鹿しゃぶしゃぶ、 しし汁、
押し寿司、 ドライフルーツ

③上安田
林業集落センター

④麻羅観音

⑤ゴール
俵山温泉湯町駐車場

●休憩ポイントには 「野草茶」

をご用意しています。

●募集型企画旅行契約
　このご良好は一般社団法人長門市観光コンベンション協会 ( 以下 「本協会」 とい
います。 )
が企画 ・ 実施するものです。 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 )、 最終行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。
●旅行のお申し込み及び契約成立
　本協会の定めた必要事項を記入した申込書を本協会にて申込みを行うほか、 ファッ
クス、 郵便及び電話その他の通信手段による旅行申し込みを行い、 （旅行代金の
20％を限度として申込金を添えていただく場合がございます。） 本協会の定める期
日までに旅行代金をお支払いいただきます。 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、
旅行代金もしくは申込金を受領したときに成立するものといたします。 なお、 お申込
金は旅行代金お支払いの際、 差し引かせていただきます。 申込金　１人２， ０００円
●旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した運送機関の運賃料金、 宿泊費、 食事代、 体験料、 ガイド料、
消費税等諸税のほか、 パンフレット等に旅行代金に含まれるものとして明示されたも
の及び旅行業務取扱料金が含まれています。
●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小催行人数に満たない場合、 本協会
は旅行の催行を中止する場合がございます。 この場合、 旅行開始の前日から起算し
て 3 日前までに連絡させていただき、 お預かりしている旅行代金 （または申込金）
の全額をお返しいたします。

●特別補償
　本協会は、 本協会の故意又は過失の有無にかかわらず、 当社約款特別補償規定に
より、 お客様が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、 生命ま
たは手荷物上に被った一定の損害につきましては補償金及び見舞金をお支払いいた
します。 ただし、 その損害がお客様の故意、 酒酔い運転、 疾病等のほか、 旅程に含
まれない場合で、 自由行動中の危険な運転中の事故によるものであるときは、 本協
会は上記の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。�
●国内旅行保険の加入について
　旅行中万一不慮の事故等によりお客様が怪我をされた場合、 あるいは携行品が損
害を被った場合に備え、 本協会ではお客様の安全の確保と利便の増進を図る一助と
して、 全旅協旅行災害補償制度に準拠した国内旅行保険をおかけしております。 ただ
し、ご旅行中には、病気、怪我により多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
また、 事故の場合、 お客様ご自身でも充分な額の国内旅行保険に加入することをお
勧めします。
●個人情報の取り扱いについて
　本協会は、 旅行申し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
要な範囲内で利用させていただきます。 また、 本協会は各種企画のご案内、 統計資
料の作成、 アンケートのお願い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。 そのほか、 本協会の個人情報の取扱については、 本協会のホームページ 「北
長門旅情」 でご確認ください。
●旅行条件の基準
　この旅行条件は２０１7 年４月１日を基準としています。

ご旅行条件（要旨）お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえお申し込みください

● コース案内 ●

チェックポイント

見学ポイント

「俵山温泉 ひなめぐり」

3 月 1 日 （水） ～ 18 日 （日）

開催中！

おもてなし ・ 内容

旅行企画・実施　山口県知事登録旅行業第3-119号（社）全国旅行業協会正会員
　 一般社団法人長門市観光コンベンション協会
〒759-4101　山口県長門市東深川1324番地1　tel.0837-22-8404　fax.0837-22-8409　メール.info@nanavi.jp
総合旅行業務取扱管理者　平山 公明

第２回第２回

GOAL

温泉へ



焚火カフェ

上政地区の景色

甘酒、山口の地酒【獺祭】、
かきもち、焼き芋など

穴場中の穴場。不思議な山肌を
バックに、絶景頂上ポイントで
こだまを呼びましょう。

俵山の地酒【ほれぼれ】、鹿の
ロースト、里山バーニャカウ
ダ、エンドウ豆のお豆腐など

6

7

焚火カフェ

JA麻羅観音

上安田林業集落センター

「ひなめぐり」
開催場所

「ひなめぐり」
開催場所

「ひなめぐり」
開催場所

7
俵山温泉で唯一見学できる自然
湧出の源泉「河内湯源泉」

視界一杯に広がる里山の原風景

竹が広がる異次元空間

6

鹿しゃぶしゃぶ、しし汁、押し
寿司、ドライフルーツ

7

河内湯源泉



2018年 3月 3日（土）10:00～ 14:002018年 3月 3日（土）10:00～ 14:00
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長門市俵山(全長8km)長門市俵山(全長8km)

お名前 （フリガナ） 性別 生年月日

男 ・ 女

住　所

電話番号
（携帯番号）

確認事項

本人以外の
緊急連絡先

E メール

　年　　　月　　　日　

1. 参加者は、 イベントを円滑かつ安全に開催するために、 主催者の定める諸注意事項、 交通規則などを遵守するものとします。�
2. 主催者は、 傷病や紛失、 その他の事故に際し、 応急処置を除いて一切責任を負いません。
3. 自己都合による申し込み後の時間変更、 キャンセルはできません。
4. 自然災害、 歩行困難な荒天、 新型インフルエンザの流行等の不慮の災害が生じた場合、 イベントを中止する場合があります。 その場合、 参加
費の払い戻し及び交通費、 宿泊費など個人負担の費用補償はできませんのでご容赦ください。
5. 大会は小雨決行です。 歩行が困難な天候の場合、 食事のみ 「旧俵山中学校」 で提供します。 大会当日の開催可否につきましては、 天候によ
る内容変更の場合、 前日 17 時に長門市観光コンベンション協会 HP 「ななび」 にて告知いたします。 また、 前日 18 時までは、 お電話でのお問
い合わせも可能です。
6. お酒を伴うイベントになります。 適量を楽しみ、 他の参加者の迷惑に当たる行為はご遠慮ください。 （大声、 一気飲み等の行為）
7. 年齢認証のために身分証明書の提示をお願いする場合があります。 また、 飲酒をしての車、 自転車等の運転は法律で禁止されています。 公
共の交通機関をご利用ください。
8. 大会の映像 ・ 写真 ・ 記事 ・ 記録 ・ 申込者の氏名、 年齢、 住所 （国名、 都道府県名） 等への雑誌 ・ インターネットの等への掲載権と肖像権は主
催者に属します。

申込書　※申し込み締切 ： 2/25 （日） 先着順の受付となり、 定員になり次第終了します。

イベント規約 ・免責事項

宿　泊
□ A ランク　13,800 円 （1 泊 2 食）　□ Ｂランク　12,800 円 （1 泊 2 食）　

飲酒 ： □無し　□あり　　交通手段 ： 　□徒歩　□車　□公共交通機関 （　　　） 

□ 2,000 円

◆宿泊プラン （イベント参加費＋宿泊代＋1 日温泉手形付き）◆　

そば打ち体験とランチ （3 月 4 日 〔日〕 11:00 ～ 14:00　里山ステーション俵山にて）

FAX 番号 ： 0837-22-8409 （一般社団法人 長門市観光コンベンション協会）

オプション


