
萩・石見空港開港25周年記念企画萩・石見空港開港25周年記念企画萩・石見空港開港25周年記念企画
萩・石見空港発着

❶地元萩・石見空港からＡＮＡでひとっ飛び！旅のポイント

❸東京の見どころを観光！オリンピックスタジアムとなる新国立競技場（建設
中・車窓観光）、浅草寺・雷門・仲見世など浅草界隈、国指定特別名勝でもあ
る浜離宮恩賜庭園、水上バスから眺める隅田川や首都東京。

❹〝東京の台所〟築地場外市場を訪れます！築地魚河岸や立ち並ぶ海鮮丼や
寿司屋などグルメな店をたっぷり食べ歩き！！

❷２００２ＦＩＦＡワールドカップ記念 日本サッカーミュージアムを訪れます。
　代表選手ユニフォームやトロフィーなど数多く展示しています。

平成30年旅行出発日

1班 10月13日㈯
2班 10月20日㈯
3班 10月27日㈯

旅行代金 大人お1人様、2名様1室利用、萩・石見空港起点（税込）

特別価格49,800円49,800円
※お1人部屋ご希望の場合、お1人様8,000円増し。（但し、ご用意できない場合もあります）
※お1人様お申込で相部屋をご希望の場合でも、相手が見つからない場合、お1人部屋追加代金を申し受けます。
※3名1室利用ご希望の場合の旅行代金は2名1室利用と同額になります。

子供代金 小学生44,800円・3才以上小学生未満39,800円
（2才未満の幼児は販売店までお問い合わせ下さい。）

申 込 金 12,000円（旅行代金に充当いたします）

萩・石見空港から
同行し旅程管理業務
を行います。

添 乗 員

出発日の21日前
（但し満席になり次第締め切ります。）

申込締切日

全日本空輸（ANA）利用航空会社

朝1回・昼0回・夕0回食事条件

なの花交通バス（株）
又は同等クラス

利用バス会社

※弊社「貸切バス事業者リスト」当社ウェブサイト
　（http://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）をご覧頂くか、
　当社支店へご請求下さい。

各班 40名様（最少催行人員各班20名様）募集人員

サンシャインシティプリンスホテル
利用予定ホテル

※上記または同等クラスホテルになる場合もございます。
客室 外観イメージ イメージ

※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。
※行程表の時間はあくまでも目安です。交通機関の都合により変更になる場合がありますのでご了承下さい。
※萩・石見空港利用拡大促進協議会助成金制度が利用されている為、お客様自身における運賃助成申請は出来ません。

1

食事■行 程 ◎入場観光 ○下車観光 △車窓観光

2

萩・石見空港（12:50）　　　　　　　　 羽田空港（14:25）‖‖‖‖  

‖‖　　　　　　　　　　　　 ‖‖

‖‖‖  ◎日本サッカーミュージアム ‖‖‖ 池袋（泊）（夕刻）

 ※建設中／車窓見学※  

△国立競技場駅／オリンピックスタジアム
OP

朝

ホテル（朝）‖‖‖‖ ○浅草寺・雷門・仲見世散策 ‖‖‖‖‖

‖‖ 隅田川ライン（隅田川下り） ‖ ◎浜離宮恩賜庭園 ‖‖

‖‖‖‖‖‖‖‖ ○築地場外市場・築地魚河岸 ‖‖‖‖‖‖‖　

‖‖ 羽田空港（15:30）　　　　　　　萩・石見空港（17:00）
ANA1103便

ANA576便

☆２００２ＦＩＦＡワールドカップ記念☆　

※各種夕食オプションをご用意しています。

☆東京の台所☆   　
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イメージ雷門 イメージ
イメージ

浜離宮恩賜庭園　
東京

イメージ建設中のオリンピックスタジアム　　

さまざまなアミューズメント
施設を揃えたシティホテルで
おくつろぎ下さい。

協賛：萩・石見空港利用拡大促進協議会

出発日
限定

（4,231マイル）
たまります！！

マイル

B
コース
B
コース 6日間ホノルル満喫コースホノルル満喫コース

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。 ※ご集合場所・出発時間は出発14日前にお
届けする最終旅のしおりでご案内いたします。 ※フライト時間はチャーター便のため、大幅に変更となる場合があります。 
※食事条件：朝食4回・昼食2回・夕食2回（機内食は除く）

JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便 20,000円（旅行代金に充当）20,000円（旅行代金に充当）

※空港諸税並びに燃油サーチャージについては現地・航空会社事由により予告無く変更されます。既にお申し込みのお客様を含め収受額が増額・新設された場合は
不足額をお支払いいただき、収受額が減額・廃止された場合は減額分をご返金いたします。確定した収受額については最終日程表と同時にご案内いたします。

旅行代金に
含まれないもの

●パスポート取得印紙代／11,000円（5年）、16,000円（10年）
●現地空港税／約8,000円・燃油サーチャージ／12,000円（6/1現在目安） ●任意保険代
●出入国書類作成料4,320円・米国ESTA登録代行料4,320円（実費14$が別途必要です）

出雲縁結び空港より同行し、
旅程管理業務を行います
出雲縁結び空港より同行し、
旅程管理業務を行います

ご利用予定ホテル

アロヒラニ
リゾート・
ワイキキ10月30日～11月4日㊋ ㊐

平成30年

一人部屋追加代金
84,000円（4泊分）

又は同等クラスホテル

※その他クラスホテルプランもございます。

（税込）

大人お1人様2名様1室利用・部屋指定なし
Bコース：ホノルル満喫コース、アロヒラニリゾート・ワイキキご利用の場合

その他にも

もご用意しております。
詳しくは専用パンフレットをご請求下さい。

Aグレード

出雲縁結び空港 発着出雲縁結び空港 発着

※限定募集のため、定員になり次第締め切らせていただきます。

※パスポート残存期間：帰国時まで必要（入国時90日以上が望ましい）

40名様
（最少催行人員：Aコース2名様・Bコース25名様）

288,000円288,000円288,000円
添 乗 員

旅行代金

旅行実施日

利用航空会社

募集人員

申 込 金

A
コース
A
コース

ホノルルフリーコース：
188,000円～
238,000円（税込）

ダイヤモンドヘッドダイヤモンドヘッド イメージイメージ

ゆとり空間で、くつろぎの時間をご堪能ください

らくらくシート
寝心地にこだわったフルフラットベッド。快適な眠
りのために専用に開発されたベッドマットレスと
枕。そして全席通路アクセス。個室感を高めた空間
で、ご自由にお好きな時間を、お過ごしください。

エコノミープレミアムシート
機能性、プライバシー性に配慮したプレミ
アムシート。前席の背もたれが倒れてこな
い構造により、さらにゆとりのある
上質な居住空間を実現しました。

（往復／出雲　ホノルル間）

チャーター便で行く

出雲縁結び空港

JALボーイング
787初就航！

10/30出発限定!!

限定8席 限定10席

ご希望の方は
ディナークルーズへ
ご案内！〔別途料金〕
3日目夕刻

オプショナルツアー
〔お一人様 ＄165〕イメージイメージ

Nツアー農協観光
創立30周年記念企画

Nツアー農協観光
創立30周年記念企画

限定8席
〔別途有料〕

イメージ

～ゆとりの空間で くつろぎの時間を～

イメージ

2018年5月
リニューアルオープン

6日間6日間

乗換なしでホノルルへ一直線！！乗換なしでホノルルへ一直線！！乗換なしでホノルルへ一直線！！

◎入場観光、○下車観光、△車窓観光都市名

①

機 機 昼 夕ホノルル泊

ホノルル 終日

②

朝 昼 夕ホノルル泊

ホノルル 朝
午前

午後
夕刻

③

朝 × OPホノルル泊

ホノルル 終日
④

朝 × ×ホノルル泊

ホノルル 朝
午前⑤ ホテルチェックアウト後、ホノルル空港へ（朝食はBOX弁当をご用意します）

JALチャーター便にて空路、出雲縁結び空港へ BOX
弁当 機機中泊

出雲縁結び空港 午後
× ×機

⑥ 出雲縁結び空港到着
到着後、入国手続きを済ませ解散（お疲れ様でした。）

出雲縁結び空港

ホノルル

夕刻

朝
午前

午後

出雲縁結び空港よりJALチャーター便にて空路、ハワイ（ホノルル）へ

ホノルル到着後、入国手続きを済ませ、専用車にてホノルル市内観光へ
○ヌアヌパリ展望台、△イオラニ宮殿、△カメハメハ大王像や
○DFSなどホノルル市内の見どころをご案内致します
ホノルル市内レストランにてランチ
ホテルチェックインは15：00以降（予定）となります
夕食は田中オブ東京にて鉄板焼き料理をどうぞ

（日付変更線通過）

（日付変更線通過）

ホテルにて朝食後、一度は訪れたい人気観光地
パールハーバー観光へご案内いたします。
○ビジターセンター、◎戦艦ミズーリー見学などへご案内
観光後、ホテルへ（昼食は自由食となります）
午後からはカラカウア大通りなどでお買い物をどうぞ
ご希望の方は別途料金にて、ディナークルーズへご案内します。
ワイキキの美しい夕日や船内のエンターテインメントでお楽しみ
いただけます。
ホテルにて朝食後、終日自由行動 
※各種オプショナルツアーなどでハワイの休日を
　お楽しみ下さい

行　　　　　　程時 間

ホテルにて朝食後、オアフ島周遊観光へご案内
○ハワイ出雲大社、○モアナルアガーデン、○ドール・プランテーション、
ランチ、△ノースショア地区、○トロピカルファーム、○潮吹き岩、
△ダイヤモンドヘッドなどへご案内します
夕食は、ハイアット・リージェンシー・ワイキキ内、2018年春オープンの
レストランにてビュッフェをどうぞ 

海外旅行保険加入
のおすすめ

●より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外旅行保険に必ずご加入されることをお勧めします。保険会社により、日本語による緊急時の相談などのサービスも受けられます。外国での治療費用や
ご自身の責任による賠償金などはかなり高額となります。また、賠償義務者が外国の運輸機関や宿泊機関などである場合、賠償金を取り付けるのは容易でない場合もあります。さらに国情により賠償額が非常に低く、十分な補償を受
けられないこともございます。このような理由によりお客様自身でご希望にあった海外旅行保険にご加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、弊社係員にお問い合わせください。

●ご旅行中にスカイダイビング、ハンググライダー操縦等の特殊な運動を予定されているお客様は旅行保険にお申込みの際、必ずその旨をお申し出ください。事前に運動危険特約を加えていない場合は、保険金の支払いを受けられま
せんのでご注意ください。

海外旅行条件（要旨） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申込み下さい。

本旅行は次の条件に基づきます。
⑴この旅行は、㈱農協観光浜田支店（観光庁長官登録旅行業939号。以下「当社」とい
います。）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅
行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
⑵契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、
出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前に
お支払いいただきます。
●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（この運賃・料金には、運送機関の課す付
加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の
条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。以下同様とします。）
を含みません。）、宿泊費、食事代、旅行取扱料金および消費税等諸税。上記費用は
お客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの（一部例示）　
　旅行中の個人諸費用（お客さまご自身の電報電話料、ホテルでの小物代、追加飲食

　料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等）
●取消料
　お客さまは一定の場合を除き以下に定める取消料をお支払いただくことにより旅行契約を
解除できます。

※出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種割増料金も上記料率による取消料が利用日を基
準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100％となります。

●個人情報の取り扱いについて
　旅行申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、お客さまとの間の連絡のた
めに利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供
するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲で利用させていただき
ます。このほか、当社および販売店では、⑴会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャン
ペーンのご案内。⑵旅行参加後のご意見やご感想提出のお願い。⑶アンケートのお願い。⑷特典
サービスの提供。⑸統計資料の作成。に、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
　旅行傷害保険加入のおすすめ：安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけにな
ることをおすすめいたします。（料金別途）
※空港諸税並びに燃油特別付加運賃については現地・航空会社事由により予告無く変更されます。既にお
申込みのお客様を含め収受額が増額・新設された場合は不足額をお支払いただき、収受額が減額・廃止さ
れた場合は減額分をご返金いたします。確定した収受額については最終日程表にてご案内いたします。
◎入場観光、○下車観光、△車窓観光
●コース内容表示時間帯の目安

●この旅行条件書は、平成30年7月1日を基準日として作成しております。●写真はすべてイメージです。

4 6 8 12 16 18 23 4
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

※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、措置が必要となる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「3.お申込み条件」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。

国内旅行保険加入
のおすすめ

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、弊社係員にお問い合わせください。

平成30年7月1日

（国内コース共通）国内旅行条件（要約）

旅行出発日の前日より起算して21日前まで
旅行出発日の前日より起算して20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算して7日～2日前まで
旅行出発日の前日
旅行出発日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

無　　　　　　料
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 40%
旅行代金の 50%
旅行代金の100%

取消料（国内旅行全コース）

浜田支店

無料

旅行開始日の
前日より起算して
61日前まで

取消料
（お一人様）

取消日

旅行代金の
50％

旅行開始日の
前日より起算して
30日～21日前まで

旅行代金の
20％

旅行開始日の
前日より起算して
60日～31日前まで

旅行代金の
100％

旅行開始日の
前日より起算して
3日前以降出発まで

旅行代金の
80％

旅行開始日の
前日より起算して
20日～4日前まで

【海外】チャーター用

総合ポイント対象旅行

JAしまね 総合ポイントカード
のある旅行は、本ポイント付
与対象の商品となります。
（両面コース対象です）

便利な“萩・石見空港
リムジンタクシーのご案内”
便利な“萩・石見空港
リムジンタクシーのご案内”
おひとり様片道料金（小学生半額、小学生未満保護者１名につき２名まで無料）

※リムジンタクシーに関する問い合わせは、萩・石見空港利用
　拡大促進協議会まで

乗車希望日の前日午後９時までに次の
電話番号へお客様自身にてご予約ください。
【萩・石見空港リムジンタクシー予約受付】
Tel.0855（23）1186 Fax.0855（28）7260

Tel.0856（23）0990

浜田駅⇔萩・石見空港

ご利用の流れ

2,000円（税込）片道片道

三　隅⇔萩・石見空港
１,000円（税込）片道片道

写真は全てイメージです。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き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。

【株式会社農協観光代理業】観光庁長官登録旅行業第939号旅行のお問い合わせ・お申し込みは 旅行企画・実施・お問い合わせ・お申し込みは

NOKYO TOURIST CORPORATION 旅行業公正取引
協 議 会 会 員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）の正会員です。

☎0855-22-1536浜田支店 
〒697-0026　浜田市田町1674 第2オリンピアビル2F　総合旅行業務取扱管理者／小菅 保樹

一般社団法人日本旅行業協会 正会員　  観光庁長官登録旅行業第939号
農協観光（Nツアー）の
旅行はどなたでも
ご参加いただけます。

JAしまね 島根おおち旅行センター
☎0855-83-0008
総合旅行業務取扱管理者　岩本　美衣

JAしまね いわみ中央旅行センター
☎0855-22-8820
総合旅行業務取扱管理者　串﨑　秀美

JAしまね 西いわみ旅行センター
☎0856-22-8587
総合旅行業務取扱管理者　福原　恵美子

JAしまね旅行センター本部 ☎0853-25-8907
総合旅行業務取扱管理者　園山　純子島根県出雲市斐川町直江5030

島根県知事登録旅行業者代理業第17号　（お申し込みは上記の旅行センターへお願いします）

萩・石見空港開港25周年記念企画萩・石見空港開港25周年記念企画萩・石見空港開港25周年記念企画
萩・石見空港発着

❶地元萩・石見空港からＡＮＡでひとっ飛び！旅のポイント

❸東京の見どころを観光！オリンピックスタジアムとなる新国立競技場（建設
中・車窓観光）、浅草寺・雷門・仲見世など浅草界隈、国指定特別名勝でもあ
る浜離宮恩賜庭園、水上バスから眺める隅田川や首都東京。

❹〝東京の台所〟築地場外市場を訪れます！築地魚河岸や立ち並ぶ海鮮丼や
寿司屋などグルメな店をたっぷり食べ歩き！！

❷２００２ＦＩＦＡワールドカップ記念 日本サッカーミュージアムを訪れます。
　代表選手ユニフォームやトロフィーなど数多く展示しています。

平成30年旅行出発日

1班 10月13日㈯
2班 10月20日㈯
3班 10月27日㈯

旅行代金 大人お1人様、2名様1室利用、萩・石見空港起点（税込）

特別価格49,800円49,800円
※お1人部屋ご希望の場合、お1人様8,000円増し。（但し、ご用意できない場合もあります）
※お1人様お申込で相部屋をご希望の場合でも、相手が見つからない場合、お1人部屋追加代金を申し受けます。
※3名1室利用ご希望の場合の旅行代金は2名1室利用と同額になります。

子供代金 小学生44,800円・3才以上小学生未満39,800円
（2才未満の幼児は販売店までお問い合わせ下さい。）

申 込 金 12,000円（旅行代金に充当いたします）

萩・石見空港から
同行し旅程管理業務
を行います。

添 乗 員

出発日の21日前
（但し満席になり次第締め切ります。）

申込締切日

全日本空輸（ANA）利用航空会社

朝1回・昼0回・夕0回食事条件

なの花交通バス（株）
又は同等クラス

利用バス会社

※弊社「貸切バス事業者リスト」当社ウェブサイト
　（http://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）をご覧頂くか、
　当社支店へご請求下さい。

各班 40名様（最少催行人員各班20名様）募集人員

サンシャインシティプリンスホテル
利用予定ホテル

※上記または同等クラスホテルになる場合もございます。
客室 外観イメージ イメージ

※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。
※行程表の時間はあくまでも目安です。交通機関の都合により変更になる場合がありますのでご了承下さい。
※萩・石見空港利用拡大促進協議会助成金制度が利用されている為、お客様自身における運賃助成申請は出来ません。

1

食事■行 程 ◎入場観光 ○下車観光 △車窓観光

2

萩・石見空港（12:50）　　　　　　　　 羽田空港（14:25）‖‖‖‖  

‖‖　　　　　　　　　　　　 ‖‖

‖‖‖  ◎日本サッカーミュージアム ‖‖‖ 池袋（泊）（夕刻）

 ※建設中／車窓見学※  

△国立競技場駅／オリンピックスタジアム
OP

朝

ホテル（朝）‖‖‖‖ ○浅草寺・雷門・仲見世散策 ‖‖‖‖‖

‖‖ 隅田川ライン（隅田川下り） ‖ ◎浜離宮恩賜庭園 ‖‖

‖‖‖‖‖‖‖‖ ○築地場外市場・築地魚河岸 ‖‖‖‖‖‖‖　

‖‖ 羽田空港（15:30）　　　　　　　萩・石見空港（17:00）
ANA1103便

ANA576便

☆２００２ＦＩＦＡワールドカップ記念☆　

※各種夕食オプションをご用意しています。

☆東京の台所☆   　

と

・ ・
（
建
設
中
）

（
建
設
中
）

2日間の旅2日間の旅

イメージ雷門 イメージ
イメージ

浜離宮恩賜庭園　
東京

イメージ建設中のオリンピックスタジアム　　

さまざまなアミューズメント
施設を揃えたシティホテルで
おくつろぎ下さい。

協賛：萩・石見空港利用拡大促進協議会

出発日
限定

（4,231マイル）
たまります！！

マイル

B
コース
B
コース 6日間ホノルル満喫コースホノルル満喫コース

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。 ※ご集合場所・出発時間は出発14日前にお
届けする最終旅のしおりでご案内いたします。 ※フライト時間はチャーター便のため、大幅に変更となる場合があります。 
※食事条件：朝食4回・昼食2回・夕食2回（機内食は除く）

JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便 20,000円（旅行代金に充当）20,000円（旅行代金に充当）

※空港諸税並びに燃油サーチャージについては現地・航空会社事由により予告無く変更されます。既にお申し込みのお客様を含め収受額が増額・新設された場合は
不足額をお支払いいただき、収受額が減額・廃止された場合は減額分をご返金いたします。確定した収受額については最終日程表と同時にご案内いたします。

旅行代金に
含まれないもの

●パスポート取得印紙代／11,000円（5年）、16,000円（10年）
●現地空港税／約8,000円・燃油サーチャージ／12,000円（6/1現在目安） ●任意保険代
●出入国書類作成料4,320円・米国ESTA登録代行料4,320円（実費14$が別途必要です）

出雲縁結び空港より同行し、
旅程管理業務を行います
出雲縁結び空港より同行し、
旅程管理業務を行います

ご利用予定ホテル

アロヒラニ
リゾート・
ワイキキ10月30日～11月4日㊋ ㊐

平成30年

一人部屋追加代金
84,000円（4泊分）

又は同等クラスホテル

※その他クラスホテルプランもございます。

（税込）

大人お1人様2名様1室利用・部屋指定なし
Bコース：ホノルル満喫コース、アロヒラニリゾート・ワイキキご利用の場合

その他にも

もご用意しております。
詳しくは専用パンフレットをご請求下さい。

Aグレード

出雲縁結び空港 発着出雲縁結び空港 発着

※限定募集のため、定員になり次第締め切らせていただきます。

※パスポート残存期間：帰国時まで必要（入国時90日以上が望ましい）

40名様
（最少催行人員：Aコース2名様・Bコース25名様）

288,000円288,000円288,000円
添 乗 員

旅行代金

旅行実施日

利用航空会社

募集人員

申 込 金

A
コース
A
コース

ホノルルフリーコース：
188,000円～
238,000円（税込）

ダイヤモンドヘッドダイヤモンドヘッド イメージイメージ

ゆとり空間で、くつろぎの時間をご堪能ください

らくらくシート
寝心地にこだわったフルフラットベッド。快適な眠
りのために専用に開発されたベッドマットレスと
枕。そして全席通路アクセス。個室感を高めた空間
で、ご自由にお好きな時間を、お過ごしください。

エコノミープレミアムシート
機能性、プライバシー性に配慮したプレミ
アムシート。前席の背もたれが倒れてこな
い構造により、さらにゆとりのある
上質な居住空間を実現しました。

（往復／出雲　ホノルル間）

チャーター便で行く

出雲縁結び空港

JALボーイング
787初就航！

10/30出発限定!!

限定8席 限定10席

ご希望の方は
ディナークルーズへ
ご案内！〔別途料金〕
3日目夕刻

オプショナルツアー
〔お一人様 ＄165〕イメージイメージ

Nツアー農協観光
創立30周年記念企画

Nツアー農協観光
創立30周年記念企画

限定8席
〔別途有料〕

イメージ

～ゆとりの空間で くつろぎの時間を～

イメージ

2018年5月
リニューアルオープン

6日間6日間

乗換なしでホノルルへ一直線！！乗換なしでホノルルへ一直線！！乗換なしでホノルルへ一直線！！

◎入場観光、○下車観光、△車窓観光都市名

①

機 機 昼 夕ホノルル泊

ホノルル 終日

②

朝 昼 夕ホノルル泊

ホノルル 朝
午前

午後
夕刻

③

朝 × OPホノルル泊

ホノルル 終日
④

朝 × ×ホノルル泊

ホノルル 朝
午前⑤ ホテルチェックアウト後、ホノルル空港へ（朝食はBOX弁当をご用意します）

JALチャーター便にて空路、出雲縁結び空港へ BOX
弁当 機機中泊

出雲縁結び空港 午後
× ×機

⑥ 出雲縁結び空港到着
到着後、入国手続きを済ませ解散（お疲れ様でした。）

出雲縁結び空港

ホノルル

夕刻

朝
午前

午後

出雲縁結び空港よりJALチャーター便にて空路、ハワイ（ホノルル）へ

ホノルル到着後、入国手続きを済ませ、専用車にてホノルル市内観光へ
○ヌアヌパリ展望台、△イオラニ宮殿、△カメハメハ大王像や
○DFSなどホノルル市内の見どころをご案内致します
ホノルル市内レストランにてランチ
ホテルチェックインは15：00以降（予定）となります
夕食は田中オブ東京にて鉄板焼き料理をどうぞ

（日付変更線通過）

（日付変更線通過）

ホテルにて朝食後、一度は訪れたい人気観光地
パールハーバー観光へご案内いたします。
○ビジターセンター、◎戦艦ミズーリー見学などへご案内
観光後、ホテルへ（昼食は自由食となります）
午後からはカラカウア大通りなどでお買い物をどうぞ
ご希望の方は別途料金にて、ディナークルーズへご案内します。
ワイキキの美しい夕日や船内のエンターテインメントでお楽しみ
いただけます。
ホテルにて朝食後、終日自由行動 
※各種オプショナルツアーなどでハワイの休日を
　お楽しみ下さい

行　　　　　　程時 間

ホテルにて朝食後、オアフ島周遊観光へご案内
○ハワイ出雲大社、○モアナルアガーデン、○ドール・プランテーション、
ランチ、△ノースショア地区、○トロピカルファーム、○潮吹き岩、
△ダイヤモンドヘッドなどへご案内します
夕食は、ハイアット・リージェンシー・ワイキキ内、2018年春オープンの
レストランにてビュッフェをどうぞ 

海外旅行保険加入
のおすすめ

●より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外旅行保険に必ずご加入されることをお勧めします。保険会社により、日本語による緊急時の相談などのサービスも受けられます。外国での治療費用や
ご自身の責任による賠償金などはかなり高額となります。また、賠償義務者が外国の運輸機関や宿泊機関などである場合、賠償金を取り付けるのは容易でない場合もあります。さらに国情により賠償額が非常に低く、十分な補償を受
けられないこともございます。このような理由によりお客様自身でご希望にあった海外旅行保険にご加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、弊社係員にお問い合わせください。

●ご旅行中にスカイダイビング、ハンググライダー操縦等の特殊な運動を予定されているお客様は旅行保険にお申込みの際、必ずその旨をお申し出ください。事前に運動危険特約を加えていない場合は、保険金の支払いを受けられま
せんのでご注意ください。

海外旅行条件（要旨） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申込み下さい。

本旅行は次の条件に基づきます。
⑴この旅行は、㈱農協観光浜田支店（観光庁長官登録旅行業939号。以下「当社」とい
います。）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅
行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
⑵契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、
出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前に
お支払いいただきます。
●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（この運賃・料金には、運送機関の課す付
加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の
条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。以下同様とします。）
を含みません。）、宿泊費、食事代、旅行取扱料金および消費税等諸税。上記費用は
お客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの（一部例示）　
　旅行中の個人諸費用（お客さまご自身の電報電話料、ホテルでの小物代、追加飲食

　料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等）
●取消料
　お客さまは一定の場合を除き以下に定める取消料をお支払いただくことにより旅行契約を
解除できます。

※出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種割増料金も上記料率による取消料が利用日を基
準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100％となります。

●個人情報の取り扱いについて
　旅行申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、お客さまとの間の連絡のた
めに利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供
するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲で利用させていただき
ます。このほか、当社および販売店では、⑴会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャン
ペーンのご案内。⑵旅行参加後のご意見やご感想提出のお願い。⑶アンケートのお願い。⑷特典
サービスの提供。⑸統計資料の作成。に、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
　旅行傷害保険加入のおすすめ：安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけにな
ることをおすすめいたします。（料金別途）
※空港諸税並びに燃油特別付加運賃については現地・航空会社事由により予告無く変更されます。既にお
申込みのお客様を含め収受額が増額・新設された場合は不足額をお支払いただき、収受額が減額・廃止さ
れた場合は減額分をご返金いたします。確定した収受額については最終日程表にてご案内いたします。
◎入場観光、○下車観光、△車窓観光
●コース内容表示時間帯の目安

●この旅行条件書は、平成30年7月1日を基準日として作成しております。●写真はすべてイメージです。

4 6 8 12 16 18 23 4
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

※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、措置が必要となる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「3.お申込み条件」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。

国内旅行保険加入
のおすすめ

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、弊社係員にお問い合わせください。

平成30年7月1日

（国内コース共通）国内旅行条件（要約）

旅行出発日の前日より起算して21日前まで
旅行出発日の前日より起算して20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算して7日～2日前まで
旅行出発日の前日
旅行出発日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

無　　　　　　料
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 40%
旅行代金の 50%
旅行代金の100%

取消料（国内旅行全コース）

浜田支店

無料

旅行開始日の
前日より起算して
61日前まで

取消料
（お一人様）

取消日

旅行代金の
50％

旅行開始日の
前日より起算して
30日～21日前まで

旅行代金の
20％

旅行開始日の
前日より起算して
60日～31日前まで

旅行代金の
100％

旅行開始日の
前日より起算して
3日前以降出発まで

旅行代金の
80％

旅行開始日の
前日より起算して
20日～4日前まで

【海外】チャーター用

総合ポイント対象旅行

JAしまね 総合ポイントカード
のある旅行は、本ポイント付
与対象の商品となります。
（両面コース対象です）

便利な“萩・石見空港
リムジンタクシーのご案内”
便利な“萩・石見空港
リムジンタクシーのご案内”
おひとり様片道料金（小学生半額、小学生未満保護者１名につき２名まで無料）

※リムジンタクシーに関する問い合わせは、萩・石見空港利用
　拡大促進協議会まで

乗車希望日の前日午後９時までに次の
電話番号へお客様自身にてご予約ください。
【萩・石見空港リムジンタクシー予約受付】
Tel.0855（23）1186 Fax.0855（28）7260

Tel.0856（23）0990

浜田駅⇔萩・石見空港

ご利用の流れ

2,000円（税込）片道片道

三　隅⇔萩・石見空港
１,000円（税込）片道片道

写真は全てイメージです。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き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。

【株式会社農協観光代理業】観光庁長官登録旅行業第939号旅行のお問い合わせ・お申し込みは 旅行企画・実施・お問い合わせ・お申し込みは

NOKYO TOURIST CORPORATION 旅行業公正取引
協 議 会 会 員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）の正会員です。

☎0855-22-1536浜田支店 
〒697-0026　浜田市田町1674 第2オリンピアビル2F　総合旅行業務取扱管理者／小菅 保樹

一般社団法人日本旅行業協会 正会員　  観光庁長官登録旅行業第939号
農協観光（Nツアー）の
旅行はどなたでも
ご参加いただけます。

JAしまね 島根おおち旅行センター
☎0855-83-0008
総合旅行業務取扱管理者　岩本　美衣

JAしまね いわみ中央旅行センター
☎0855-22-8820
総合旅行業務取扱管理者　串﨑　秀美

JAしまね 西いわみ旅行センター
☎0856-22-8587
総合旅行業務取扱管理者　福原　恵美子

JAしまね旅行センター本部 ☎0853-25-8907
総合旅行業務取扱管理者　園山　純子島根県出雲市斐川町直江5030

島根県知事登録旅行業者代理業第17号　（お申し込みは上記の旅行センターへお願いします）

萩・石見空港開港25周年記念企画萩・石見空港開港25周年記念企画萩・石見空港開港25周年記念企画
萩・石見空港発着

❶地元萩・石見空港からＡＮＡでひとっ飛び！旅のポイント

❸東京の見どころを観光！オリンピックスタジアムとなる新国立競技場（建設
中・車窓観光）、浅草寺・雷門・仲見世など浅草界隈、国指定特別名勝でもあ
る浜離宮恩賜庭園、水上バスから眺める隅田川や首都東京。

❹〝東京の台所〟築地場外市場を訪れます！築地魚河岸や立ち並ぶ海鮮丼や
寿司屋などグルメな店をたっぷり食べ歩き！！

❷２００２ＦＩＦＡワールドカップ記念 日本サッカーミュージアムを訪れます。
　代表選手ユニフォームやトロフィーなど数多く展示しています。

平成30年旅行出発日

1班 10月13日㈯
2班 10月20日㈯
3班 10月27日㈯

旅行代金 大人お1人様、2名様1室利用、萩・石見空港起点（税込）

特別価格49,800円49,800円
※お1人部屋ご希望の場合、お1人様8,000円増し。（但し、ご用意できない場合もあります）
※お1人様お申込で相部屋をご希望の場合でも、相手が見つからない場合、お1人部屋追加代金を申し受けます。
※3名1室利用ご希望の場合の旅行代金は2名1室利用と同額になります。

子供代金 小学生44,800円・3才以上小学生未満39,800円
（2才未満の幼児は販売店までお問い合わせ下さい。）

申 込 金 12,000円（旅行代金に充当いたします）

萩・石見空港から
同行し旅程管理業務
を行います。

添 乗 員

出発日の21日前
（但し満席になり次第締め切ります。）

申込締切日

全日本空輸（ANA）利用航空会社

朝1回・昼0回・夕0回食事条件

なの花交通バス（株）
又は同等クラス

利用バス会社

※弊社「貸切バス事業者リスト」当社ウェブサイト
　（http://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）をご覧頂くか、
　当社支店へご請求下さい。

各班 40名様（最少催行人員各班20名様）募集人員

サンシャインシティプリンスホテル
利用予定ホテル

※上記または同等クラスホテルになる場合もございます。
客室 外観イメージ イメージ

※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。
※行程表の時間はあくまでも目安です。交通機関の都合により変更になる場合がありますのでご了承下さい。
※萩・石見空港利用拡大促進協議会助成金制度が利用されている為、お客様自身における運賃助成申請は出来ません。

1

食事■行 程 ◎入場観光 ○下車観光 △車窓観光

2

萩・石見空港（12:50）　　　　　　　　 羽田空港（14:25）‖‖‖‖  

‖‖　　　　　　　　　　　　 ‖‖

‖‖‖  ◎日本サッカーミュージアム ‖‖‖ 池袋（泊）（夕刻）

 ※建設中／車窓見学※  

△国立競技場駅／オリンピックスタジアム
OP

朝

ホテル（朝）‖‖‖‖ ○浅草寺・雷門・仲見世散策 ‖‖‖‖‖

‖‖ 隅田川ライン（隅田川下り） ‖ ◎浜離宮恩賜庭園 ‖‖

‖‖‖‖‖‖‖‖ ○築地場外市場・築地魚河岸 ‖‖‖‖‖‖‖　

‖‖ 羽田空港（15:30）　　　　　　　萩・石見空港（17:00）
ANA1103便

ANA576便

☆２００２ＦＩＦＡワールドカップ記念☆　

※各種夕食オプションをご用意しています。

☆東京の台所☆   　

と

・ ・
（
建
設
中
）

（
建
設
中
）

2日間の旅2日間の旅

イメージ雷門 イメージ
イメージ

浜離宮恩賜庭園　
東京

イメージ建設中のオリンピックスタジアム　　

さまざまなアミューズメント
施設を揃えたシティホテルで
おくつろぎ下さい。

協賛：萩・石見空港利用拡大促進協議会

出発日
限定

（4,231マイル）
たまります！！

マイル

B
コース
B
コース 6日間ホノルル満喫コースホノルル満喫コース

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。 ※ご集合場所・出発時間は出発14日前にお
届けする最終旅のしおりでご案内いたします。 ※フライト時間はチャーター便のため、大幅に変更となる場合があります。 
※食事条件：朝食4回・昼食2回・夕食2回（機内食は除く）

JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便JAL（日本航空）チャーター便 20,000円（旅行代金に充当）20,000円（旅行代金に充当）

※空港諸税並びに燃油サーチャージについては現地・航空会社事由により予告無く変更されます。既にお申し込みのお客様を含め収受額が増額・新設された場合は
不足額をお支払いいただき、収受額が減額・廃止された場合は減額分をご返金いたします。確定した収受額については最終日程表と同時にご案内いたします。

旅行代金に
含まれないもの

●パスポート取得印紙代／11,000円（5年）、16,000円（10年）
●現地空港税／約8,000円・燃油サーチャージ／12,000円（6/1現在目安） ●任意保険代
●出入国書類作成料4,320円・米国ESTA登録代行料4,320円（実費14$が別途必要です）

出雲縁結び空港より同行し、
旅程管理業務を行います
出雲縁結び空港より同行し、
旅程管理業務を行います

ご利用予定ホテル

アロヒラニ
リゾート・
ワイキキ10月30日～11月4日㊋ ㊐

平成30年

一人部屋追加代金
84,000円（4泊分）

又は同等クラスホテル

※その他クラスホテルプランもございます。

（税込）

大人お1人様2名様1室利用・部屋指定なし
Bコース：ホノルル満喫コース、アロヒラニリゾート・ワイキキご利用の場合

その他にも

もご用意しております。
詳しくは専用パンフレットをご請求下さい。

Aグレード

出雲縁結び空港 発着出雲縁結び空港 発着

※限定募集のため、定員になり次第締め切らせていただきます。

※パスポート残存期間：帰国時まで必要（入国時90日以上が望ましい）

40名様
（最少催行人員：Aコース2名様・Bコース25名様）

288,000円288,000円288,000円
添 乗 員

旅行代金

旅行実施日

利用航空会社

募集人員

申 込 金

A
コース
A
コース

ホノルルフリーコース：
188,000円～
238,000円（税込）

ダイヤモンドヘッドダイヤモンドヘッド イメージイメージ

ゆとり空間で、くつろぎの時間をご堪能ください

らくらくシート
寝心地にこだわったフルフラットベッド。快適な眠
りのために専用に開発されたベッドマットレスと
枕。そして全席通路アクセス。個室感を高めた空間
で、ご自由にお好きな時間を、お過ごしください。

エコノミープレミアムシート
機能性、プライバシー性に配慮したプレミ
アムシート。前席の背もたれが倒れてこな
い構造により、さらにゆとりのある
上質な居住空間を実現しました。

（往復／出雲　ホノルル間）

チャーター便で行く

出雲縁結び空港

JALボーイング
787初就航！

10/30出発限定!!

限定8席 限定10席

ご希望の方は
ディナークルーズへ
ご案内！〔別途料金〕
3日目夕刻

オプショナルツアー
〔お一人様 ＄165〕イメージイメージ

Nツアー農協観光
創立30周年記念企画

Nツアー農協観光
創立30周年記念企画

限定8席
〔別途有料〕

イメージ

～ゆとりの空間で くつろぎの時間を～

イメージ

2018年5月
リニューアルオープン

6日間6日間

乗換なしでホノルルへ一直線！！乗換なしでホノルルへ一直線！！乗換なしでホノルルへ一直線！！

◎入場観光、○下車観光、△車窓観光都市名

①

機 機 昼 夕ホノルル泊

ホノルル 終日

②

朝 昼 夕ホノルル泊

ホノルル 朝
午前

午後
夕刻

③

朝 × OPホノルル泊

ホノルル 終日
④

朝 × ×ホノルル泊

ホノルル 朝
午前⑤ ホテルチェックアウト後、ホノルル空港へ（朝食はBOX弁当をご用意します）

JALチャーター便にて空路、出雲縁結び空港へ BOX
弁当 機機中泊

出雲縁結び空港 午後
× ×機

⑥ 出雲縁結び空港到着
到着後、入国手続きを済ませ解散（お疲れ様でした。）

出雲縁結び空港

ホノルル

夕刻

朝
午前

午後

出雲縁結び空港よりJALチャーター便にて空路、ハワイ（ホノルル）へ

ホノルル到着後、入国手続きを済ませ、専用車にてホノルル市内観光へ
○ヌアヌパリ展望台、△イオラニ宮殿、△カメハメハ大王像や
○DFSなどホノルル市内の見どころをご案内致します
ホノルル市内レストランにてランチ
ホテルチェックインは15：00以降（予定）となります
夕食は田中オブ東京にて鉄板焼き料理をどうぞ

（日付変更線通過）

（日付変更線通過）

ホテルにて朝食後、一度は訪れたい人気観光地
パールハーバー観光へご案内いたします。
○ビジターセンター、◎戦艦ミズーリー見学などへご案内
観光後、ホテルへ（昼食は自由食となります）
午後からはカラカウア大通りなどでお買い物をどうぞ
ご希望の方は別途料金にて、ディナークルーズへご案内します。
ワイキキの美しい夕日や船内のエンターテインメントでお楽しみ
いただけます。
ホテルにて朝食後、終日自由行動 
※各種オプショナルツアーなどでハワイの休日を
　お楽しみ下さい

行　　　　　　程時 間

ホテルにて朝食後、オアフ島周遊観光へご案内
○ハワイ出雲大社、○モアナルアガーデン、○ドール・プランテーション、
ランチ、△ノースショア地区、○トロピカルファーム、○潮吹き岩、
△ダイヤモンドヘッドなどへご案内します
夕食は、ハイアット・リージェンシー・ワイキキ内、2018年春オープンの
レストランにてビュッフェをどうぞ 

海外旅行保険加入
のおすすめ

●より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外旅行保険に必ずご加入されることをお勧めします。保険会社により、日本語による緊急時の相談などのサービスも受けられます。外国での治療費用や
ご自身の責任による賠償金などはかなり高額となります。また、賠償義務者が外国の運輸機関や宿泊機関などである場合、賠償金を取り付けるのは容易でない場合もあります。さらに国情により賠償額が非常に低く、十分な補償を受
けられないこともございます。このような理由によりお客様自身でご希望にあった海外旅行保険にご加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、弊社係員にお問い合わせください。

●ご旅行中にスカイダイビング、ハンググライダー操縦等の特殊な運動を予定されているお客様は旅行保険にお申込みの際、必ずその旨をお申し出ください。事前に運動危険特約を加えていない場合は、保険金の支払いを受けられま
せんのでご注意ください。

海外旅行条件（要旨） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申込み下さい。

本旅行は次の条件に基づきます。
⑴この旅行は、㈱農協観光浜田支店（観光庁長官登録旅行業939号。以下「当社」とい
います。）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅
行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
⑵契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、
出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前に
お支払いいただきます。
●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（この運賃・料金には、運送機関の課す付
加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の
条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。以下同様とします。）
を含みません。）、宿泊費、食事代、旅行取扱料金および消費税等諸税。上記費用は
お客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの（一部例示）　
　旅行中の個人諸費用（お客さまご自身の電報電話料、ホテルでの小物代、追加飲食

　料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等）
●取消料
　お客さまは一定の場合を除き以下に定める取消料をお支払いただくことにより旅行契約を
解除できます。

※出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種割増料金も上記料率による取消料が利用日を基
準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100％となります。

●個人情報の取り扱いについて
　旅行申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、お客さまとの間の連絡のた
めに利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供
するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲で利用させていただき
ます。このほか、当社および販売店では、⑴会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャン
ペーンのご案内。⑵旅行参加後のご意見やご感想提出のお願い。⑶アンケートのお願い。⑷特典
サービスの提供。⑸統計資料の作成。に、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
　旅行傷害保険加入のおすすめ：安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけにな
ることをおすすめいたします。（料金別途）
※空港諸税並びに燃油特別付加運賃については現地・航空会社事由により予告無く変更されます。既にお
申込みのお客様を含め収受額が増額・新設された場合は不足額をお支払いただき、収受額が減額・廃止さ
れた場合は減額分をご返金いたします。確定した収受額については最終日程表にてご案内いたします。
◎入場観光、○下車観光、△車窓観光
●コース内容表示時間帯の目安

●この旅行条件書は、平成30年7月1日を基準日として作成しております。●写真はすべてイメージです。

4 6 8 12 16 18 23 4
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

※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、措置が必要となる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「3.お申込み条件」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。

国内旅行保険加入
のおすすめ

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、弊社係員にお問い合わせください。

平成30年7月1日

（国内コース共通）国内旅行条件（要約）

旅行出発日の前日より起算して21日前まで
旅行出発日の前日より起算して20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算して7日～2日前まで
旅行出発日の前日
旅行出発日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

無　　　　　　料
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 40%
旅行代金の 50%
旅行代金の100%

取消料（国内旅行全コース）

浜田支店

無料

旅行開始日の
前日より起算して
61日前まで

取消料
（お一人様）

取消日

旅行代金の
50％

旅行開始日の
前日より起算して
30日～21日前まで

旅行代金の
20％

旅行開始日の
前日より起算して
60日～31日前まで

旅行代金の
100％

旅行開始日の
前日より起算して
3日前以降出発まで

旅行代金の
80％

旅行開始日の
前日より起算して
20日～4日前まで

【海外】チャーター用

総合ポイント対象旅行

JAしまね 総合ポイントカード
のある旅行は、本ポイント付
与対象の商品となります。
（両面コース対象です）

便利な“萩・石見空港
リムジンタクシーのご案内”
便利な“萩・石見空港
リムジンタクシーのご案内”
おひとり様片道料金（小学生半額、小学生未満保護者１名につき２名まで無料）

※リムジンタクシーに関する問い合わせは、萩・石見空港利用
　拡大促進協議会まで

乗車希望日の前日午後９時までに次の
電話番号へお客様自身にてご予約ください。
【萩・石見空港リムジンタクシー予約受付】
Tel.0855（23）1186 Fax.0855（28）7260

Tel.0856（23）0990

浜田駅⇔萩・石見空港

ご利用の流れ

2,000円（税込）片道片道

三　隅⇔萩・石見空港
１,000円（税込）片道片道

写真は全てイメージです。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き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。

【株式会社農協観光代理業】観光庁長官登録旅行業第939号旅行のお問い合わせ・お申し込みは 旅行企画・実施・お問い合わせ・お申し込みは

NOKYO TOURIST CORPORATION 旅行業公正取引
協 議 会 会 員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）の正会員です。

☎0855-22-1536浜田支店 
〒697-0026　浜田市田町1674 第2オリンピアビル2F　総合旅行業務取扱管理者／小菅 保樹

一般社団法人日本旅行業協会 正会員　  観光庁長官登録旅行業第939号
農協観光（Nツアー）の
旅行はどなたでも
ご参加いただけます。

JAしまね 島根おおち旅行センター
☎0855-83-0008
総合旅行業務取扱管理者　岩本　美衣

JAしまね いわみ中央旅行センター
☎0855-22-8820
総合旅行業務取扱管理者　串﨑　秀美

JAしまね 西いわみ旅行センター
☎0856-22-8587
総合旅行業務取扱管理者　福原　恵美子

JAしまね旅行センター本部 ☎0853-25-8907
総合旅行業務取扱管理者　園山　純子島根県出雲市斐川町直江5030

島根県知事登録旅行業者代理業第17号　（お申し込みは上記の旅行センターへお願いします）


