
JTB
今こそ島根に!
キャンペーン実施中

各プランを上手く使って
島根へ行こう！

地域共通クーポン
最大15％相当
が付いてくる！

旅行代金
最大３５％割引

さらに
最大

５０％
助成！

　　　　●当カタログに掲載の宿泊商品はGoToトラベル事業の給付対象です。●当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）
いたしますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消
料を申し受けます。お客様は当社およびGoToトラベル事務局による代理受領についてご了承の上お申込ください。●今後、政府全体の方針に基づき、対象外となる
発着地や期間が生じる場合があります。●GoToトラベルは補助金予算が上限に達した場合、又は販売店の給付額が上限に達し次第終了となります。●GoToトラベル
は内容が予告なく変更となる場合があります。最新の情報や詳細は観光庁のホームページ・GoToトラベル事務局公式サイトなどでご確認ください。●対象期間：
2021年2月1日以降の詳細は未定です。※本内容は2020年12月8日現在となり、変更となる場合があります。

ご案内

旅行代金の

①全国

島根県の温泉に行こう！

湯ったりしまね休暇割引

GoToトラベルキャンペーン
対象商品となります！

②中国・四国
福岡

島根

対象施設に泊まると夕食またはお土産付！
「島根★おすすめホテル」プラン

③全国

店頭で申込むと旅行の後も楽しめる♪
～カニだけじゃない島根～島根和牛キャンペーン！

対象施設に泊まると（宿泊1名につき）

夕食またはお土産の得典付宿泊プラン
対象施設 〈松江市〉松江ニューアーバンホテル別館（夕食付）、松江エクセルホテル東急（1泊2食お部屋で夕食付）
　　　　 〈出雲市〉出雲ロイヤルホテル（島根県のお土産付き）、〈浜田〉ホテル松尾（夕食付）

④関西・中国
四国

先着
200名

様
限定

島根県の宿泊商品をご購入の方に
「島根和牛」すき焼き肉400ｇをプレゼント！

※宿泊した翌月以降にご自宅へお届けします。
■キャンペーン
　内容

■企 画 名：「～カニだけじゃない島根～島根和牛キャンペーン！」
■対象期間：2020年12月1日～2021年3月31日出発まで（宿泊日基準）（平日・休日宿泊対象（土曜日、12/29～1/3、1/10は除く））
　　　　　 ※但し、予定人数になり次第キャンペーン終了となります。
■対 象 者：中国四国9県、関西2府4県に在住で対象期間中に下記取扱店舗にて、新規に島根県に1泊以上の宿泊商品をお申込の方
　　　　　 ※既予約分はキャンペーン対象となりません。※1グループにつき旅行代金25,000円以上の申込が対象となります。
　　　　　 ※関西2府4県に在住の方は、3/1～31は除外となります。
■対象商品：手配旅行、エースＪＴＢ、ＪＴＢガイアレック商品（サン＆サン等）、ダイナミックJTB、JTBダイナミックパッケージMySTYLEなど
　　　　　 宿泊券・最終旅程表発行可能な全商品。
■取扱店舗：中国四国9県・関西2府4県のJTB各店、JTB総合提携店、JTB京阪トラベル ※関西2府4県の3/1～31は除外となります。

※詳しくはP.8をご覧ください。

松　江
出雲市
浜　田
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300名

様
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検索GoTo トラベルキャンペーンJTB

対象出発エリア

対象出発エリア

対象出発エリア

対象出発エリア 販売店 予約にあたっての注意事項はI-web国内情報No.489681を参照。島根和牛キャンペーンOPプラン1WGV132-4にて、12月出発=12/31、1月出発=1/31、2月出発=2/28にて１グループにつき1予約手配●ご利用人数=1名
様以上●利用回数条件：1旅行につき1回●対象期間に注意して手配してください。●OPプランコードにて予約後、BOXNo.41684を出力して手交してください。手交時にもれなく販売店ゴム印を所定の場所に押印願います。

販売店 ●島根和牛発送依頼申込書
　BOXNo.41684

GoTo併用可能

GoTo併用可能

店頭販売のみ可能

※2021年2月1日以降の対象商品割引額や地域共通クーポン額等は、変更となる場合があります。
　最新の情報をご確認のうえ、お申込ください。

GoTo併用可能

いずれかおひとつお選びいただけます。

※P.3の④「～カニだけじゃない島根～島根和牛キャンペーン！」
　との併用は不可となります。

※本キャンペーンは、（公社）島根県観光連盟の助成金をもとに行われています。

高速バス（往復）ご利用の場合
お一人様往復（おとな）代金／広島～玉造・松江線

 4,200円
（通常往復7,200円）

お一人様往復（おとな）代金／広島～浜田線

 2,440円
（通常往復5,440円）

宿泊のみプラン
お一人様1回につき／おとな・こども同額

 2,500円割引
往復JR又は航空機付プラン

お一人様1回につき／おとな・こども同額

 5,000円割引

宿泊割引ご利用の場合
または

販
売
店

手配にあたっての注意事項はI-web国内情報No.491995を参照。宿泊割引： プラン 宿泊のみプラン1WG138－1／往復AP付プラン1WG138－2。エースOPプランより宿泊日の月の最終日にて人数分予約（2月の
宿泊なら2/28、3月の宿泊なら3/31） 高速バス プラン 広島～玉造・松江線1WGV135－1※出発日で手配願います。 ●ご利用人数：１名様以上 ●利用回数条件：１旅行につき１回１往復 ●TELにてバス手配後、左記
プランコードにて旅程表予約・出力要。●バスは発生手配となります。満席の場合は利用できません。●無予約では適用できません。●広島～玉造・松江間「グランドアロー」号→船車券タリフ事業所コード4709広島
電鉄 広島予約センター（9：00～17：45）TEL：082-207-1073。「JTBの湯ったりしまね休暇割引」とお申し出ください。 ●取消料：予約便出発時刻まで100円。出発以降は無効。※前日手仕舞  高速バス プラン 広島～
浜田間1WGV135－2※出発日で枠手配後船車券発券要 ●船車券タリフ事業所コード3708広島電鉄 ●発券方はI-web国内情報No.491995を参照。 ●割引された船車券を発券のこと。

露天風呂（イメージ）

「ハンディ アルコール除菌スプレー」を
ご用意！

新しい旅のエチケットを携帯しよう！

（おひとり1本/1泊につき※添い寝幼児除く）
（イメージ）

■期間：2021年2月8日～3月31日
■引換方法：対象の販売店で1組につき1本お渡しいたします。
■対象店舗：中国四国9県・福岡県のＪＴＢ各店、総合提携店、
　　　　　 ＪＲ九州旅行の窓口
※数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

先着
3,000名

様
にご用意

■キャンペーン実施期間（宿泊日基準）
キャンペーンタイトル 対象出発エリア 12月 1月 2月 3月全国 中国 四国 関西 福岡

①GoToトラベルキャンペーン ○ 2/1以降の詳細は未定（12/8現在）
※下記キャンペーン内容参照

②湯ったりしまね休暇割引 ○○ ○ 2/9〜3/31

③島根★おすすめホテルプラン ○ 12/1〜3/31

④〜カニだけじゃない島根〜　島根和牛キャンペーン ○○○ 12/1〜3/31平日・休日宿泊対象（土曜日、12/29〜1/3、1/10は除く）※3/1〜3/31は中国・四国エリアのみ

※中国エリア発（広島・岡山・山口・島根・鳥取の5県が対象となります。）
※四国エリア発（愛媛・香川・徳島・高知の4県が対象となります。）
※関西エリア発（大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山の2府4県が対象となります。） 
※福岡エリア発（福岡県のみ対象となります。）

■キャンペーン
　内容

■企 画 名：「湯ったりしまね休暇割引」
■対象期間：2021年2月9日～3月31日出発まで（宿泊日基準）※但し、予定人数になり次第キャンペーン終了となります。
■対 象 者：中国四国9県、福岡県に在住で対象期間中に下記店舗にて、新規に島根県内の宿泊施設に1泊以上宿泊商品をお申込の方
　　　　　  ※既予約分はキャンペーン対象となりません。
■対象商品：手配旅行、エースＪＴＢ、ＪＴＢガイアレック商品（サン＆サン等）、ダイナミックJTB、JTBダイナミックパッケージMySTYLEなど店頭・電話で予約可能な全プラン
■取扱店舗：中国四国9県・福岡県の自販店、総合提携店、ＪＲ九州旅行の窓口、ＪＴＢ旅の予約センター

交通手段 宿泊割引 高速バス利用
お客様
負担額 なし お一人様往復（おとな）

広島～玉造・松江線：4,200円／広島～浜田線：2,440円
利用条件 1旅行につきおひとり様1回 1旅行につき1回1往復

対象条件
・島根県内の宿泊施設をご予約時に割引適用となります。
・宿泊のみプランはおひとり様2,500円以上、往復交通付プランは
5,000円以上のプランで利用可能です。  ・おとな・こども共同額です。

・下記、時刻表へ時刻が掲載されている便が対象　・おひとり様15,000円（税込）以上の宿泊申込でご利用いただけます。 
・取消の際は所定の取扱料がかかります。※おとなのみの設定となります。
販売店 高速バスご案内BOXNo.松江線：41678、浜田線：41685。お客様に必要事項を記入して手交してください。

※対象条件詳細は、販売店係員にお尋ねください。

JTBの宿泊プラン
とあわせてお申
込ください。
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事
前
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要

往
路

広島駅
新幹線口

広島
バスセンター 大塚駅 木次高速 加茂 宍道 玉造 松江駅

8:10 8:25 （ノンストップ） 11:23
9:15 9:30 （ノンストップ） 12:28

10:15 10:30 10:42 12:55 13:03 13:09 13:19 13:34
12:15 12:30 12:42 14:57 15:05 15:11 15:21 15:36

復
路

松江駅 玉造 宍道 加茂 木次高速 大塚駅 広島
バスセンター

広島駅
新幹線口

14:00 14:15 14:25 14:31 14:39 16:52 17:04 17:21
15:00 （ノンストップ） 17:58 18:15
17:00 （ノンストップ） 19:58 20:15
17:40 （ノンストップ） 20:44 21:01

■バス対象便・時刻表（1月25日現在）

広
島
〜
浜
田
線 

予
約
不
要

往
路

広島駅
新幹線口

広島
バスセンター 浜田駅

6:50 7:05 9:10
8:00 8:15 10:20
9:20 9:35 11:40

10:20 10:35 12:40
12:10 12:25 14:30
13:10 13:25 15:30
14:10 14:25 16:30

復
路

浜田駅 広島
バスセンター

広島駅
新幹線口

9:00 11:03 11:18
10:00 12:03 12:18
12:00 14:03 14:18
13:00 15:03 15:18
14:00 16:03 16:18
15:30 17:33 17:48
17:00 19:03 19:18
18:00 20:03 20:18
19:00 21:03 21:18

※キャンペーン対象座席数には限りがあります。満席の場合はご利用いただけません。※バスの
座席位置はお任せとなります。ご指定できませんのでご了承ください。※広島県内発着→島根県
内着発の往復であれば往路・復路のバス停は同じでなくても構いません。（例：往路大塚駅乗車
→松江駅下車、復路宍道乗車→広島駅新幹線口下車）※宿泊をお手配いただいた販売店からの
ご予約に限り有効です。お客様ご自身でのお手配の場合は適用となりません。
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※宿泊した翌月以降にご自宅へお届けします。
■キャンペーン

内容
■企 画 名：「～カニだけじゃない島根～島根和牛キャンペーン！」
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■対 象 者：中国四国9県、関西2府4県に在住で対象期間中に下記取扱店舗にて、新規に島根県に1泊以上の宿泊商品をお申込の方

※既予約分はキャンペーン対象となりません。※1グループにつき旅行代金25,000円以上の申込が対象となります。
※関西2府4県に在住の方は、3/1～31は除外となります。

■対象商品：手配旅行、エースＪＴＢ、ＪＴＢガイアレック商品（サン＆サン等）、ダイナミックJTB、JTBダイナミックパッケージMySTYLEなど
宿泊券・最終旅程表発行可能な全商品。

■取扱店舗：中国四国9県・関西2府4県のJTB各店、JTB総合提携店、JTB京阪トラベル ※関西2府4県の3/1～31は除外となります。

※詳しくはP.8をご覧ください。
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との併用は不可となります。

※本キャンペーンは、（公社）島根県観光連盟の助成金をもとに行われています。

高速バス（往復）ご利用の場合
お一人様往復（おとな）代金／広島～玉造・松江線
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（通常往復7,200円）
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（通常往復5,440円）

宿泊のみプラン
お一人様1回につき／おとな・こども同額

2,500円割引
往復JR又は航空機付プラン

お一人様1回につき／おとな・こども同額

5,000円割引

宿泊割引ご利用の場合
または

販
売
店

手配にあたっての注意事項はI-web国内情報No.491995を参照。宿泊割引： プラン 宿泊のみプラン1WG138－1／往復AP付プラン1WG138－2。エースOPプランより宿泊日の月の最終日にて人数分予約（2月の
宿泊なら2/28、3月の宿泊なら3/31）高速バス プラン 広島～玉造・松江線1WGV135－1※出発日で手配願います。●ご利用人数：１名様以上 ●利用回数条件：１旅行につき１回１往復 ●TELにてバス手配後、左記
プランコードにて旅程表予約・出力要。●バスは発生手配となります。満席の場合は利用できません。●無予約では適用できません。●広島～玉造・松江間「グランドアロー」号→船車券タリフ事業所コード4709広島
電鉄広島予約センター（9：00～17：45）TEL：082-207-1073。「JTBの湯ったりしまね休暇割引」とお申し出ください。●取消料：予約便出発時刻まで100円。出発以降は無効。※前日手仕舞 高速バス プラン 広島～
浜田間1WGV135－2※出発日で枠手配後船車券発券要 ●船車券タリフ事業所コード3708広島電鉄 ●発券方はI-web国内情報No.491995を参照。 ●割引された船車券を発券のこと。

露天風呂（イメージ）

「ハンディ アルコール除菌スプレー」を
ご用意！

新しい旅のエチケットを携帯しよう！

（おひとり1本/1泊につき※添い寝幼児除く）
（イメージ）

■期間：2021年2月8日～3月31日
■引換方法：対象の販売店で1組につき1本お渡しいたします。
■対象店舗：中国四国9県・福岡県のＪＴＢ各店、総合提携店、

 ＪＲ九州旅行の窓口
※数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

先着
3,000名

様
にご用意


