WeLOVE山陰キャンペーン対象商品!!（鳥取県民限定）

家族 ととマイカー で巡る
で巡る鳥取体験 の
の旅！

主体性・創造性・人間性を養い実力
をつけるJAのグリーンツーリズム
体験学習と社会見学
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お客様ご自身（マイカー等）で、時間内に各チェックポイントを回りながら楽しむドライブ企画です。
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■出発日

7/ 22 木・祝・8/ 7 土・9 月・祝

■お支払い実額（お一人さま）

■旅行代金（お一人さま）
子供

7,000円

（税込）

WeLOVE山陰
割引後

（小学生対象）

大人

（税込）

山陰
10,000円 WeLOVE
割引後

（中学生以上対象）

 円
 円

（税込）

●募集人員／各出発日 48名様（大人・子供含め）●最少催行人員／各出発日 20名様
●対象学年／小学校１年生〜中学3年生（保護者様の同行をお願いします。）
●食事条件／朝食0回、昼食1回、夕食0回 ●お客様ご自身での移動となります。
●添乗員／同行なし
（各地点にて当社スタッフが受付）※裏面の各案内もご確認下さい。
【申込条件】
・保護者（大人）
１名につき子供（小・中学生）
２人まで、申込受付と致します。
・大人のみでの申込は出来ません。
・幼児（未就学児）
の参加は出来ません。
・昼食にて大人・中学生は大人メニュー、子供は子供メニューにて 統一メニューとなります。

（税込）

〈子供〉1,000円分付与されます。
鳥取県プレミアムクーポン〈大人〉2,000円、

1 鳥取空港（見学）

行程

3 鳥取砂丘ビジターセンター（見学）

鳥取空港に集合
9:30

4 里仁ブルーベリー農園（体験）

空港お仕事映像 観覧

出国待合室で
お仕事の動画
を観覧

出国ゲート通過

貸切バスに乗り換え
て空港の裏側（お仕
事見学）に出発!

国際線出国待合室（イメージ）

事
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鳥取空港オリジ
ト!!
グッズプレゼン

出国検査場（イメージ） 「わくわくパスポート」に
タンプ

国際2Fロビー（イメージ）

テイクオフ・空港消防 見学

トイレ休憩・お買い物

空港ロビー（イメージ）

バス車内から
離陸風景を間近で見学

機内預け荷物運搬風景（イメージ）

空港化学消防車の放水など

鳥取空港を出発
※当日、航空会社の都合等により離陸風景が見学
出来ない場合は、特殊車両見学に変更する場合があります。

ポイント
通常入れない見学
!!
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により場
（当日、天候など
の場合あり）
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所変

鳥取空港
旅客ターミナル

●受付時間／12:20〜12:40
●昼食時間／13:10〜13:30頃まで

[子供]

ハンバーグ
ハンバーグ
エビフライ定食
エビフライ定食

出発便前のお仕事風景を見学
※バス車内で見学
※空港スタッフによる解説付き

取へ
ようこそ 鳥

お客様ご自身で移動

2
2 砂丘会館
砂丘会館

空港のお仕事 見学

念ス
オリジナル記
おう!
を押してもら

「わくわくパスポート」配布

2 砂丘会館（昼食）

※お申し込み状況により見学、体験地順の入れ換わり、及び集合・解散時間が変更になる場合があります。

1
鳥取空港 ●9:30集合/10:00〜お仕事見学〜12:00まで
1 鳥取空港
制限区域立入証貸出

お客様ご自身で移動

4
里仁ブルーベリー農園
4 里仁ブルーベリー農園
●受付時間／15:05〜15:30
●入園時間／16:00〜16:30頃まで

3
鳥取砂丘ビジターセンター
3 鳥取砂丘ビジターセンター

ー
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（45分）

●受付時間／13:15〜13:35
●見学、体験時間／14:45〜15:10頃まで

（イメージ）

（イメージ）
スノードーム（イメージ）

[大人]

刺身定食
刺身定食
（イメージ）

お申込み・ツアー内容に関するお問合せ
鳥取県知事登録旅行業者代理業第９号

スノードーム
作り体験・
館内案内

館内（イメージ）

※裏面の旅行条件
（要約）
をご確認の上、お申込み下さい。

鳥取県知事登録旅行業者代理業10号

お疲れ様でした!
お気をつけてお帰り下さい。

旅行企画・実施

鳥取県知事登録旅行業者代理業8号

観光庁長官登録旅行業第939号

山陰統括支店

JA鳥取いなば旅行センター

JA鳥取中央旅行センター

JA鳥取西部旅行センター

鳥取市湖山町東5-261
TEL.0857‑32‑1161
FAX.0857‑32‑1150

倉吉市越殿町1409
TEL.0858‑23‑3054
FAX.0858‑47‑3210

米子市東福原1-5-16
TEL.0859‑37‑5815
FAX.0859‑34‑6183

■営業時間／ 平日9：00〜17：15
土日祝日 休み

■営業時間／ 平日8：45〜17：05
土日祝日 休み

■営業時間／ 平日9：00〜16：00
土日祝日 休み

国内旅行業務取扱管理者／河本純一

総合旅行業務取扱管理者／青葉光輝

総合旅行業務取扱管理者／安部章子

松江市灘町1-7 松江プラザビル８F
総合旅行業務取扱管理者／河本宜明・前田隆宏

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引に関する責任者です。このご旅行に関してご不明な点がありましたらご遠慮なく上記の取扱管理者におたずね下さい。

LINEの
「お友達登録」
でツアー情報
をお届け!!

LINE 公式アカウント

お友達募集中

お得な情報を
いちはやく
お届けします

LINE公式アカウント

LINEでお友達になると??

からのご案内
LINE
登録してね
!

最新の情報を
いち早くゲット!

見たいときに
お得情報をゲット!

Nツアー中国四国

★配信予定ツアー★

ID@oux8478k

①7月上旬配信：倉吉トク旅 … 超お得な日帰りツアー!
②7月上旬配信：夏を楽しむ … 夏グルメ&夏スイーツ企画
③8月上旬配信：地産地消 … 鳥取和牛すき焼き食べ放題

LINEのアプリの
友だち追加から
QRコードまたは
IDでご登録ください

農協観光では最新情報をLINE公式アカウントで
いち早く配信しています。
誰よりも先にお得情報をゲット!!

● 最少催行人員/各出発日 20名様
● 申 込 金/旅行代金の全額
● 対象学年/小学校１年生〜中学3年生（保護者様の同行をお願いします。）
● 募集人員/各出発日 48名様（大人・子供含め）
（各地点にて当社スタッフが受付させて頂きます。）● 申込締切日/各出発日の14日前まで
● 添 乗 員/同行なし
（ただし満員になり次第締め切りとさせていただきます。）

ご予約からご出発まで
JA旅行センター
に電話で
ご予約申し込み

予約可否
のご回答

申込書の提出
請求書に
基づいてお支払

JA旅行センターより申込書類・請求書を送付
※農協観光ホームページ（ニュースリリース）から
申込書の出力が可能です。

出発１週間前に
「最終の旅のしおり」
をお渡し致します

ご出発

このプランはWeLove山陰キャンペーン対象商品となります。鳥取県在住の方のみご参加いただけます。所定のアンケートにご記入頂く事を条件として記載の旅行代金より割
引き致します。当プランご利用のお客様には
【烏取県プレミアムクーポン】
を当日、鳥取空港集合時にお渡しさせていただきます。鳥取県プレミアムクーポンは、名協賛店（飲食
店、土産店等）
でもご利用いただけます。詳しくは鳥取県のホームページにてご確認ください。https://www.pref.tottori.lg.jp/294744.htm

保護者の皆様へ

【その他ご案内】

【コロナ感染症対策について】
●事前にお渡しする健康チェックシートにて参加者全員の健康管理をお願いします。
（健康チェックシートは当日受付へ提出願います。）
●旅行中のマスク着用、手指消毒にご協力下さい。
このチラシの日程及び旅行代金は、2021年6月18日現在を基準としています。その他の旅
行条件は、別途お渡しする旅行条件書、最終日程表及び募集型国内旅行業約款によります。

【利用予定バス会社】
日ノ丸自動車または日本交通、
または同等クラス※弊社「貸切バス事業者リスト」
（当社ウェブサイト https://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）
をご覧ください。

※お取消しの際は、旅行代金（割引前）
を基準として所定の取消料を申し受けます。

特別な配慮
が必要な方は

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性
があります。詳細は別途お渡しする
「旅行取引条件書面」の「3.お申し込み条件」を確認のうえ、特別な
配慮・措置が必要となる可能性がある方は、
ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。

●食事条件は表面を参照下さい。
●集合時間・場所・持ち物等の詳細は最終の旅のしおりでご案内いたします。
●この旅行は旅行傷害共済に加入しています。詳しくは弊社社員へご照会ください。

国内旅行総合
保険について

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、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、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。
これらの
移送費、
また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保険にお客様自身でご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、弊社社員にお問い合わせください。

旅行条件（要約）※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上、お申込み下さい。
本旅行は次の条件に基づきます。
この旅行は（株）農協観光（観光庁長官登録旅行業第939号。以下「当社」
といいま
す。）が企画・募集する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企
画旅行契約を締結することになります。
その他の旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする取引条件説明書面、契
約書面、確定書面（最終旅行日程表）、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。
旅行代金に含まれるものは次のとおりです。
旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃、旅行日程に含ま
れる送迎バス等の料金。旅行日程に明示した観光の料金（バス料金）、宿泊の料
金・税・サービス料、食事の料金・税・サービス料。手荷物の運搬料金、団体行動
中の心付、添乗員付コースの添乗員の同行費用。なお、
これらの諸費用はお客
様のご都合により一部利用されなくても払戻はいたしません。
ご旅行の申込みと契約の成立時期及び旅行代金のお支払いについて

参加お申込みの際、当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、記載の申込金をお支
払い下さい。お申込金は旅行代金又お支払い込みの際差し引かせていただきま
す。
お電話等でお申込みの場合は、お申込み翌日から起算して3日以内に申込書を提
出していただきます。旅行契約は当社が予約を承諾をし、申込書と申込金を受領し
たときに成立するものとします。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11日目に当たる日までにお支払い下さい。
旅行条件の基準：この旅行条件は令和3年6月18日現在の運賃料金を基準としています。
お客様の状況によって、当初の手配内容に含まれていない特别な配慮、措置が必要
となる可能性のある方は、
ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。
取消料
契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、
または旅行代金が所定
の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人
さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数
のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さ

鳥取県知事登録旅行業者代理業10号

区

分

取消料（お一人様）

⑴次項以外の募集型企画旅行契約
無
①21日前までに解除の場合
旅行開始日
の前日から ②20日目（日帰り旅行にあっては10日目）にあたる日
旅行代金の
以降に解除する場合（③〜⑥に掲げる場合を除く）
起算してさ
かのぼって ③７日目にあたる日以降に解除する場合（④〜⑥に掲げる場合を除く） 旅行代金の

20%

料

④旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の

40%

⑤旅行開始日当日に解除する場合（⑥に掲げる場合を除く）

旅行代金の

50%

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

旅行代金の 100%

30%

旅行企画・実施

お申込み・ツアー内容に関するお問合せ
鳥取県知事登録旅行業者代理業第９号

まから下記の取消料をいただくほか、
ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1
台・1室あたりの）
ご利用人数の変更に対する差額代金を申し受ける場合がありま
す。

鳥取県知事登録旅行業者代理業8号

観光庁長官登録旅行業第939号

山陰統括支店

JA鳥取いなば旅行センター

JA鳥取中央旅行センター

鳥取市湖山町東5-261
TEL.0857‑32‑1161
FAX.0857‑32‑1150

倉吉市越殿町1409
TEL.0858‑23‑3054
FAX.0858‑47‑3210

JA鳥取西部旅行センター
米子市東福原1-5-16
TEL.0859‑37‑5815
FAX.0859‑34‑6183

■営業時間／ 平日9：00〜17：15
土日祝日 休み

■営業時間／ 平日8：45〜17：05
土日祝日 休み

■営業時間／ 平日9：00〜16：00
土日祝日 休み

国内旅行業務取扱管理者／河本純一

総合旅行業務取扱管理者／青葉光輝

総合旅行業務取扱管理者／安部章子

松江市灘町1-7 松江プラザビル８F
総合旅行業務取扱管理者／河本宜明・前田隆宏

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引に関する責任者です。このご旅行に関してご不明な点がありましたらご遠慮なく上記の取扱管理者におたずね下さい。

LINEの
「お友達登録」
でツアー情報
をお届け!!

