
橿原市への移住を検討されている子育て世代の方向け

大和八木駅（10:00集合/10:10出発）→ ◎橿原市昆虫館 → ○新沢千塚古墳群公園（昼食）

→ ◎歴史に憩う橿原市博物館（カラー拓本づくり）→ ◎今井まちや館（座談会）→○今井保育所等

見学 →大和八木駅解散（16:30頃） ※解散後、希望者のみ「◎こども広場」見学

住みます芸人“もっち”と巡る
子育て体感コース

『なるみ・岡村の過ぎるＴＶ』などテレビ番組に多数出演されている
“もっち”と共に橿原市の子育て世代向けの施設を巡ります。
今井保育所やお子様と楽しめる施設を巡ったり、保育関係者・先
輩移住者との座談会を通じて「橿原市での子育て」と暮らしのイメー
ジをふくらませていただきます。

古都飛鳥で暮らす移住体験ツアー実施業務におけるモニターツアーです

新沢千塚古墳群公園（イメージ）

旅行
代金０ 各回15名様

※応募多数の場合
抽選となります

円

交通費支給

＆
※

関西圏にお住まいの参加者様 ：お1人様 最大2,000円まで支給

関西圏以外にお住まいの参加者様：お1人様 最大10,000円まで支給
※このツアーには、「古都飛鳥で暮らす移住体験ツアー実施事業」に基づき助成金が適用されています。

交通費
※

10/1
（土）

今井保育所（イメージ） カラー拓本（イメージ）

行

程

藤原宮跡（イメージ）

【出発日】

【日帰り】

■移動方法 中型バス：→ ■見学について 入場見学：◎ 下車見学：○ ■食事：昼食１回



橿原市への移住を検討されている歴史好きの方向け

大和八木駅（10:00集合/10:10出発）→ ○藤原宮跡 → ◎橿原市藤原京資料室 →

◎THE KASHIHARA（昼食・座談会）→ ○新沢千塚古墳群公園 → ◎橿原神宮

→ ◎おふさ観音 → 大和八木駅解散（16:20頃）

地元ボランティアガイドと巡る
歴史遺産堪能コース

橿原市のボランティアガイドと共に橿原の歴史的遺産を巡ります。
「重要眺望景観」に指定された藤原宮跡や神武天皇をお祀りしてい
る橿原神宮などの歴史や由緒について楽しく分かりやすく解説いただき
ます。また、先輩移住者との座談会を開催し、実際に住んでみて感じ
た橿原市の魅力についてお話しいただきます。

10/22
（土）

行

程

藤原宮跡（イメージ） 橿原神宮（イメージ） おふさ観音（イメージ）

今井町に移住し飲食店等の起業を検討されている方向け

大和八木駅（11:00集合/11:10出発）・・・ ◎空き家見学

・・・ ◎農家のオーベルジュこもれび（昼食）・・・ ◎リノベーションカフェ見学 ・・・

・・・ ○自由散策 ・・・ ◎今井まちや館（座談会） ・・・ 大和八木駅解散（16:10頃）

フォトジェニックな町”今井町”での
移住・起業体感コース

昔ながらの町並みが残っており、近年おしゃれなカフェもオープンしている
今井町の空き家・リノベーションカフェを巡るコースです。
「現状の空き家の再生・活用」をテーマに活動されているNPO法人の方の話を聞きなが
ら、空き家を見学したりカフェを経営されている方との座談会を開催することで今井町で
の起業や古民家改修の手法等について理解を深めていただけます。

12/17
（土）

行

程

今井町町並み（イメージ）

農家のオーベルジュこもれび（イメージ） 今井まちや館（イメージ）

【出発日】

【日帰り】

【出発日】

【日帰り】

写真提供：橿原神宮

■移動方法 中型バス：→ ■見学について 入場見学：◎ 下車見学：○ ■食事：昼食１回

■移動方法 徒歩：・・・ ■見学について 入場見学：◎ 下車見学：○ ■食事：昼食１回

今井町町並み（イメージ）



■申込方法
募集要項をお読み頂きご同意の上、下記方法にてお申込みください。

FAXでの申し込み： （別紙１）参加申込書をご記入いただき下記番号にお送りください。
（FAX番号 0742-22-8946）

WEBでの申し込み： https://camail.knt.co.jp/form/pub/knt_kbc/kashihara_tour2022 

よりお申込ください。

■申込締め切り

10/1  （土）出発 「住みます芸人“もっち”と巡る子育て体感コース」

9/16（金）17:00まで

10/22（土）出発 「地元ボランティアガイドと巡る橿原の歴史遺産堪能コース」

10/7（金）17:00まで

12/17（土）出発 「フォトジェニックな町”今井町“での移住・起業体感コース」

12/2（金）17:00まで

■参加者様へのご案内

①ツアー行程が前後する場合がございます。

②天候や新型コロナウイルス感染症の流行状況によりツアーを延期または中止一部変更の上実施する場合が
あります。

③ツアー実施日から２週間前までに、海外渡航された方、新型コロナウイルス感染症の陽性者や被隔離要請
者と濃厚接触のある方は参加をご遠慮いただく場合がございます。

④ツアー中はマスクの着用、三密（密閉・密集・密接）の回避、ソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒
の徹底に努めていただくようお願い致します。

⑤ツアー実施日から２週間前までに、ご自身や同居の方の健康状態で、以下に該当する場合は参加をお断り
する場合がございます。【発熱（37.5℃以上）、味が分からない、息苦しい、鼻水、咳、匂いが分かりにくい、
下痢症状倦怠感、頭痛、のどの痛み、筋肉痛】

⑥参加の皆様にはA４サイズ１枚程度のアンケートにご協力いただきます。
※なお、ご協力頂いたアンケートについての謝礼はございません。

⑦交通費の支払いに関しては当日弊社よりお渡しする領収書に必要事項を記入いただくと現金にてお支払い
させていただきます。（関西圏にお住まいの方：お１人様最大2,000円

関西圏以外にお住まいの方：お１人様最大10,000円支給）

近畿日本ツーリスト株式会社 奈良支店
〒630-8241 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル３階
【営業時間】月～金 10:00～17:00
【休業日】: 土・日・祝・年末年始 担当 梶原 康平

奈良県橿原市委託事業

お申込み・お問い合わせ

TEL/0742-23-4891 
FAX/0742-22-8946
メール： k.kajihara250@kntct.com ＊休業日営業時間外は受付できませんので翌営業日の受付となります。

二次元コードはこちら▶

総合旅行業取扱管理者：藤原 雅記 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に関する責任者です。
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れば、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。



募集要項

■出発日 ①2022年10月1日(土) 日帰り
②2022年10月22日（土） 日帰り
③2022年12月17日（土） 日帰り

■参加対象者 橿原市への移住を検討されている子育て世代の方 ※2022年10月1日（土）実施分
橿原市への移住を検討されている歴史好きの方 ※2022年10月22日（土）実施分
今井町に移住し飲食店等の起業を検討されている方 ※2022年12月17日（土）実施分（尚、年齢・性別は問いません。）

■利用バス会社 ：奈良観光バス株式会社
■旅行代金 ：無料 ※実証モニター事業のため、ツアー内容に関するアンケート及び意見聴取へのご協力が参加条件です。

なお、ご協力頂いたアンケートについての謝礼はございません。
■添乗員 ：全行程同行し、ご案内いたします。
■最少催行人員：各出発日８名 （募集人員 最大15名）
■食事条件 ：朝食0回/昼食1回/夕食0回
■申込方法 （別紙1）参加申込書をご記入の上、FAX又はWEBにてお申込ください。

応募者多数の場合は、抽選で参加者を決定いたします。
■申込締切日 ：①2022年9月16日（金）※2022年10月1日（土）実施分

②2022年10月7日（金）※2022年10月22日（土）実施分
③2022年12月2日（金）※2022年12月17日（土）実施分

ご旅行条件書(抜粋) ※お申込の際には、詳しい国内募集型旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、必ず事前に内容をご確認の上、お申込ください。

■旅行条件：本書面は旅行業法第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となります。当旅行は近畿日本ツーリスト株式会
社奈良支店（以下 当社という）が企画・実施する旅行であり、当旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することとなります。

■お客様との旅行契約の成立は当社の書面による承諾をもって成立するものといたします。書面はお申し込み後、郵送させていただきます。

■本旅行に関して契約変更および解除、責任および免責、損害賠償等に関する事項は、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。

■取消料：旅行代金が無料のため取消料はかかりませんが、取消の場合は出発日の１週間前までにご連絡ください。

■旅行代金に含まれるもの：旅行日程に明示した交通費・宿泊費・食費・各地観光費・添乗員同行費・消費税など。
これらの諸費用はお客様の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。

■旅行代金に含まれないもの：旅行日程に含まれない交通費、飲食費・及び個人的な性質の諸費用

■お客様に対する責任：(1)旅行契約の履行にあたり当社が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の
翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合のみ)(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その
他(伝染病による隔離、自由行動中の事故食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当
社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。(3)お荷物の損害については損害発生の
翌日から14日以内に当社に通知があった場合に限り、1人15万円を限度として賠償いたします。

■お客様の責任：(1)お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。(2)お客さまは、当社から提供される
情報を活用し、お客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。(3)お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅
行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

■特別補償：当社は特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に生命、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お支払いします。
■旅程保証：旅行日程に別紙「国内募集型企画旅行条件書」に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更内容に応じて

旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行規約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15％を限度
とします。また、一旅行規約についての変更補償金額が1000円未満の場合には変更補償金は支払いません。

■個人旅行情報の取扱について
■当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配のため利用させていただくほか、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において当該機関等に提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客
さまに同意いただくものとします。

■当社は、旅行中に傷病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、お客様に傷病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。

■当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利
用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス

■上記の他、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

旅行企画・実施／旅行に関するお問い合わせ・お申込先

総合旅行業取扱管理者：藤原 雅記 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に関する責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な

点があれば、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。

観光庁長官登録旅行業第2053号

近畿日本ツーリスト株式会社 奈良支店
〒630-8241 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル３階

TEL/0742-23-4891 FAX/0742-22-8946
担当/梶原康平 【営業時間】10:00～17:00※土・日・祝日は除く＊休業日営業時間外は受付できませんので翌営業日の受付となります。

旅行条件算出基準日／ 2022年7月19日 登録番号:6044-22-08-0019

一般社団法人日本旅行業協会 正会員

ボンド保証会員



橿原市役所 「古都飛鳥で暮らす移住体験ツアー実施事業」

ツアー参加申込書

参加者氏名 年齢 性別
コース
番号

自宅住所 自宅・携帯TEL

フリガナ:

才

男性・女性

〒 (メールアドレス）

(携帯)（ ） －

フリガナ:

才

男性・女性

〒 (メールアドレス）

(携帯)（ ） －

フリガナ:

才

男性・女性

〒
(メールアドレス）

(携帯)（ ） －

フリガナ:

才

男性・女性

〒
(メールアドレス）

(携帯)（ ） －

□ 近畿日本ツーリスト株式会社 奈良支店 御中

別紙パンフレット記載の旅行条件に同意します。また、旅行手配やお買物の便宜等の為に必要な範囲での運送、
宿泊機関、保険会社等へ個人情報の提供について同意の上、本旅行に申し込みます。
個人情報保護法に基づき、上記事項にご同意いただき、チェック欄にチェックをお願い申し上げます。

申込先 近畿日本ツーリスト株式会社 奈良支店 橿原市移住体験ツアー運営事務局

FAXでの申込み 0742-22-8946

【合計人数】 大人 名 子供 名

コース番号①住みます芸人“もっち”と巡る子育て体感コース
コース番号②地元ボランティアガイドと巡る歴史遺産堪能コース
コース番号③フォトジェニックな町”今井町“での移住・起業体感コース

※ご家族・ご夫婦で参加される場合は代表の方が１枚ご記入ください。
また、お子様・同伴者様に関しましては氏名・年齢・性別の記入をお願い致します。

本ツアーに申し込もうと思った
きっかけはなんですか？

移住を検討されていますか？ □はい □いいえ □わからない

本ツアーについてどこで情報を
知りましたか？

□本ホームページ
□橿原市のホームページ
□回帰支援センターなどのホームページ
□近畿日本ツーリストからのメールマガジン
□近畿日本ツーリストのTwitter
□募集チラシ
□ＳＮＳ
□友人・知人からの口コミ
□その他（ ）

その他質問事項等があれば
ご記入ください。

●事前アンケート

（別紙１）


