
    2020/7/22～2021/1/31 ご出発 

SUPER PRICE 山陽新幹線 

 
●この商品のポイント 
① 山陽新幹線の全区間・片道・お１人様から全列車利用ＯＫ！ 

② 「新幹線回数券」などの使えないお盆・年末年始・ＧＷでも同一料金！ 

③ 「自由席」での発券が可能なので乗る時間が分からなくても安心！ 

④ 通常よりもおトクな加算代金で指定席・グリーン車利用ＯＫ！ 

⑤ 学割などの各種割引乗車券と併用可能な【特急券「だけ」プラン】もあり！ 

⑥ 旅行先でも使える全国共通お食事券(500 円分)大人１名様片道につき１枚付き！ 

※お食事券は期間限定の特典となりますので、あらかじめご了承下さい。 

●主な区間のご旅行代金（大人１名様・片道・普通車自由席利用の場合／通年） 

新大阪～岡 山 5,170円 新神戸～岡 山 4,600円 

新大阪～広 島 9,340円 新神戸～広 島 8,780円 

岡 山～広 島 4,930円 広 島～博 多 7,870円 

新大阪(市内)・新神戸(市内)～小 倉・博 多 12,810円 
■上記記載の旅行区間以外の駅の発着プランもございます。詳しくは２ページ目以降をご覧ください。 

 

本商品は有限会社トラベルプランニングオフィス(TPO)が旅行企画・実施する募集型企画旅行です。 

なお「GoToキャンペーン」適用対象外の商品となりますのでご了承ください。 



■SUPER PRICE山陽新幹線 ご旅行代金 
（大人１名様・片道あたり・普通車自由席利用／通年） 

□新大阪・新神戸発着            単位：円 

 岡 山 福 山 広 島 新山口 小 倉 博 多 

新大阪 5,170 7,010 9,340 11,600 12,810 12,810 

新神戸 4,600 6,470 8,780 11,200 12,430 12,810 
 

□岡山発着                 単位：円 

新大阪 新神戸 福 山 広 島 新山口 小 倉 博 多 

5,170 4,600 2,490 4,930 8,040 9,900 11,250 
 

□福山発着                 単位：円 

新大阪 新神戸 岡 山 広 島 新山口 小 倉 博 多 

7,010 6,470 2,490 3,440 7,120 8,910 10,080 
 

□広島発着                 単位：円 

新大阪 新神戸 岡 山 福 山 新山口 小 倉 博 多 

9,340 8,780 4,930 3,440 4,510 6,730 7,870 
 

□新山口発着                単位：円 

新大阪 新神戸 岡 山 福 山 広 島 小 倉 博 多 

11,600 11,200 8,040 7,120 4,510 2,910 4,690 
 

□小倉・博多発着              単位：円 

 新大阪 新神戸 岡 山 福 山 広 島 新山口 

小 倉 12,810 12,810 9,900 8,910 6,730 2,910 

博 多 12,810 12,430 11,250 10,080 7,870 4,690 
 

・上記記載の区間以外でご利用の場合や、在来線と乗り継いでご利用の場合の旅行代金につきましてはお

気軽にお問い合わせください(ＪＲ西日本管内であれば原則全区間対応させて頂きます)。 

・こども料金につきましては、お問い合わせください（大人と同一行程の場合に限り発売します）。 



■指定席のご案内 
下記の追加代金にて普通車指定席・グリーン車をご利用頂けます。 

 

■普通車指定席 片道あたり／おとなお１人様(通年)                    単位：円 

のぞみ号・みずほ号 さくら号・ひかり号・こだま号 

＋620 ＋410 

※のぞみ号・みずほ号とさくら号・ひかり号・こだま号を乗り継いでご利用の場合はのぞみ号・みずほ号の料金を適用します。 

※福山～広島間のみで指定席をご利用の場合、上記金額に＋500円となります。 

※指定列車の変更はできません。指定列車に乗り遅れた場合は当日中の普通車自由席をご利用下さい(払戻不可)。 

 

■グリーン車 片道あたり／おとなお１人様(通年)                     単位：円 

 100kmまで 200kmまで 400kmまで 600kmまで 新大阪～博多 

のぞみ号・みずほ号 ＋1,130 ＋2,050 ＋2,970 ＋3,890 ＋4,810 

さくら号・ひかり号・こだま号  ＋920 ＋1,840 ＋2,760 ＋3,680 ＋4,600 

※各区間の営業キロがご不明な場合にはお気軽におたずね下さい。 

※のぞみ号・みずほ号とさくら号・ひかり号・こだま号を乗り継いでご利用の場合はのぞみ号・みずほ号の料金を適用します。 

※福山～広島間のみでグリーン車をご利用の場合、200kmまでの金額に＋500円となります。 

※指定列車の変更はできません。指定列車に乗り遅れた場合、当日中の後続列車の普通車自由席をご利用下さい。但し、運輸上支

障がないと車掌が認めた場合には後続列車のグリーン車の空席をご利用頂けます(但し、さくら号・ひかり号・こだま号のチケッ

トでのぞみ号・みずほ号のグリーン車はご利用頂けません)。 

 

■【特急券「だけ」プラン】のご案内 
学割・障割などの各種割引乗車券をご利用の場合や普通回数券・定期券などをお持

ちの場合には、新幹線特急券のみをお得な価格にてご購入頂くこともできます。 

■普通車自由席 片道あたり／大人お１人様                       単位：円 

特定区間 A 特定区間 B 100kmまで 200kmまで 300kmまで 400kmまで 500kmまで 501km超 

800 900 1,500 2,200 3,100 3,700 3,900 4,000 

※特定区間 Aは隣接駅間(相生～岡山間・小倉～博多間を除く)及び福山～三原間です。 

※特定区間 Bは相生～岡山間・三原～広島間・新山口～新下関間・小倉～博多間です。 

※福山～広島間の自由席は福山～三原間(800円)と三原～広島間(900円)の料金を合算して 1,700円です。 

※各区間の営業キロがご不明な場合にはお気軽におたずね下さい。 

※本パンフレット記載の追加代金をお支払い頂く事により、普通車指定席・グリーン車もご利用頂けます。 

 

■ご利用案内 
【１】ＴＰＯホームページ内メールフォームより、日付・区間・設備・時間帯(指定席の場合)・枚数を明

記してお申し込み下さい。折り返し担当者よりご連絡致します。新幹線の前後でＪＲ在来線をご利用で乗

車券が必要な場合には、必ずその旨をお知らせください(基本的には別々に買うよりもお安くできます)。 

【２】お支払いは銀行振込・LINE Pay決済・PayPay決済・クレジットカード決済(VISA/Master)となりま

す。お客様からのご入金を確認後、ヤマト運輸の「ネコポス」にて発送致します(送料当社負担)。 

【３】チケットが到着しましたら内容に間違いがないかご確認下さい。ご利用の区間によっては、お安く

提供するためにチケットが複数枚に分かれている場合があります。乗車券・特急券のいずれかが３枚以上

となる場合には、自動改札機はご利用頂けませんので改札係員にご提示の上ご利用下さい。 

【４】日付・区間・設備等の変更は一切できません。但し、自由席プランをご購入の場合で車内にて普通

車指定席・グリーン車に空席があり運輸上支障がないことを車掌が認めた場合には差額を支払う事で普通

車指定席・グリーン車への変更ができます。 

【５】ご宿泊のお手配もご希望の場合にはお申し付け下さい(「GoToキャンペーン」適用可能です)。 



■ご旅行条件（要旨） 

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。 

(このパンフレットは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部になります) 

このご旅行は、有限会社トラベルプランニングオフィス(以下「当社」といいます)が企画・実施するものです。この旅行条件

は、当パンフレットに記載されている条件のほか当社旅行業約款(募集型企画旅行の部)及び別途お渡しする旅行条件書・最終日程

表によります。 

当社では「標準旅行業約款」をそのまま使用しておりますので、必ず内容をご一読頂いた上でお申し込み下さい。なお、当社が

手配する全ての旅行サービスについて乗車券類・宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するとき

は、当該契約書面を交付しないことがあります。 

1. 旅行のお申し込み及び契約成立 

(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金(お１人様につき)を添えてお申し込み頂きます。お申込金

は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取り扱います。 

(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、電子メール、LINEその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。

この際、ご予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から３日以内(当社の定めた期

間内)にお申込書とお申込金を提出して頂きます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったも

のとして取り扱います。 

(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお申込金を受理したときに成立するものとします。 

(4) 当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びクーポン券の宅配を希望され

る場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載する通信契約の条件によります。 

(5) お申込金(お一人様) 

旅行代金 1万円未満 1万円以上 3万円未満 3万円以上 6万円未満 6万円以上 10万円未満 10万円以上 

お申込金 3,000円 6,000円 12,000円 20,000円 旅行代金の 20% 

2. 旅行代金のお支払い 

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日目に当たる日より前にお支払い頂きます。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日前にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期

日までにお支払い頂きます。 

3. 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、当社旅行業務取扱料金及び消費税等諸税を含んでいます。 

なお、上記の経費はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。 

4. 取消料 

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料をお

支払い頂きます。 

旅行開始日の前日か

ら起算してさかのぼ

って 

21日(日帰り 11

日)目にあたる

日以前の解除 

20日(日帰

り 10日)～8

日前の解除 

7～2日前

の解除 

前日の解除 当日の解除 旅行開始後の解除ま

たは無連絡不参加 

旅行代金の 無料 20% 30% 40% 50% 100% 

5. 旅行代金の基準 

この旅行代金は 2020年 7月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2020年 7月 1日現在の有効な運賃・規則を基準として

います。 

6. 詳しい旅行条件は係員におたずね下さい。 

旅行企画・実施 有限会社トラベルプランニングオフィス 

東京都知事登録旅行業第 2-3332号 東京都渋谷区代々木 2-11-5-604 

一般社団法人全国旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 中尾 一樹 

お申し込み・ 

お問い合わせ 

TEL   050-3559-1005(代) 

E-Mail tbbt@tpo.co.jp 

https://tpo.co.jp/sanyo/sanyo.html 

 

 

 


