
限定
1本

ちゃんこ鍋の夕食ちゃんこ鍋の夕食
イメージイメージ

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

内容充実
!!内容充実
!!

一度は見たい大相撲観戦
力士の迫力を感じる　　　　で、
大相撲1月場所をお楽しみ下さい!

枡席B

往復航空機・大相撲チケット（枡席B 10,600円）・
ちゃんこ鍋の夕食・抜群の立地にあるホテルの宿泊・
2日間のバス観光付！

往復航空機・大相撲チケット（枡席B 10,600円）・
ちゃんこ鍋の夕食・抜群の立地にあるホテルの宿泊・
2日間のバス観光付！

内容充実
!!内容充実
!!

往復航空機・大相撲チケット（枡席A 11,700円）・
抜群の立地にあるホテルの宿泊（朝食付）・
　　　　　　　　　　　2日間のバス観光付！

往復航空機・大相撲チケット（枡席A 11,700円）・
抜群の立地にあるホテルの宿泊（朝食付）・
　　　　　　　　　　　2日間のバス観光付！

旅行実施日

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）

平成31年

謝恩価格

※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。

1月15日㈫～16日㈬限定
1本

79,800円79,800円

旅行実施日

旅行代金 大人お1人様、2名様1室利用、指定配車地起点（税込）

平成30年

※お1人部屋ご希望の場合、お1人様6,000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。

11月21日㈬～22日㈭
49,800円49,800円

申 込 金 20,000円
（旅行代金に充当いたします）

萩・石見空港より
同行し旅程管理業務
を行います。

添 乗 員

平成30年12月21日㈮
（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1回食事条件

ケイエム観光バス
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。

　　　40名様
（最少催行人員20名様）
限定募集人員

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）‖‖‖‖  

‖　　　　　　　　　　　　 　　……

………　　　　　　　　　　　　　　　　　   ‖‖‖‖
‖‖ 池袋／サンシャインシティプリンスホテル（泊）（20:00頃）

にて約2時間30分たっぷり大相撲観戦！

150mのメインデッキ

江戸から東京への古今

フリータイム

◎両国国技館【大相撲1月場所をたっぷり観戦】

両国ビューホテル 日本料理「さくら亭」 夕

朝

枡席B

ホテル（9:00） ‖‖‖‖‖‖‖ ◎江戸東京博物館 ‖‖‖‖‖‖‖‖

‖‖ ◎東京タワー ‖‖‖‖ ○築地場外市場〔自由昼食〕 ‖‖‖‖ 

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

ANA576便

★両国名物“ちゃんこ鍋”の夕食★

※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。

食事■行 程 ◎入場観光 ○下車観光 △車窓観光

協賛：萩・石見空港利用拡大促進協議会

in 両国国技館

2日間の旅

2日間の旅

で観戦するで観戦する
枡席B

で観戦するで観戦する
枡席A

大相撲1月場所

大相撲11月場所

・

パワースポット
絶景のコントラスト

東京タワー東京タワー
イメージイメージ

江戸東京博物館江戸東京博物館
イメージイメージ

と

旅のポイント
❶地元から貸切バスでラクラク出発。もちろん安心の添乗員同行プランです！
❷力士の迫力を間近に感じる枡席Aで大相撲11月場所観戦！

❹翌日にはスウェーデン発祥の家具販売の世界最大手〝IKEA〟を訪れます。
❸博多のランドマークと言っても過言ではない〝キャナルシティ福岡ワシントンホテル〟にご宿泊！

❺海鮮や寿司をはじめとした活気あふれる〝下関の台所〟唐戸市場で自由自在な時間をお過ごしいただけます！
❻赤と青と緑のコントラストが美しい〝願いが叶う〟元乃隅稲成神社を参拝！

同行し旅程管理業務を行います。添 乗 員

平成30年11月7日㈬（但し満席になり次第締め切ります。）申込締切日

朝1回・昼1回・夕0回食事条件

八重タクシー又は同等クラス利用バス会社

キャナルシティ福岡ワシントンホテル又は同等クラス利用予定ホテル

※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。

限定募集人員　　　20名様（最少催行人員16名様）
申 込 金 12,000円（旅行代金に充当いたします）

大朝IC、瑞穂IC、旭IC、いわみ中央浜田支店、三隅選果場、益田駅、道の駅ゆとりパークたまがわ指定配車地

❶地元 萩・石見空港からラクラク出発！

謝恩ポ
イント

❸両国名物の“ちゃんこ鍋”をお召し上がり下さい。“鍋
はおひとり毎に”ご用意いたします。

❷力士の迫力を間近に感じる枡席
Bで大相撲1月場所観戦！

❺お泊りは交通至便!池袋のランドマーク、サンシャ
インシティプリンスホテルにご宿泊！

❹1958年に開業した東京タワーも早60才!温
故知新で見どころ再発見!

❻海鮮や寿司をはじめとした多くの店が立ち並ぶ“東京の台所”
築地場外市場で自由自在な時間をお過ごしいただけます！

元乃隅稲成神社元乃隅稲成神社
イメージイメージ

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 協賛：萩・石見空港利用拡大促進協議会

萩・石見空港より全日空でひとっ飛び!

日本三景・ と

・ ・・
・名湯 3日間の旅

旅行出発日

1班 平成30年11月26日●月
2班 平成31年 1月20日●日
3班 平成31年 1月27日●日

99,800円99,800円
（大人お1人様、2名様1室利用、萩・石見空港起点）（税込）旅行代金

※一人部屋追加代金15,000円（2泊）
※一人部屋を希望のお客様へ：現地ホテルが非常に混み合っている為、一人部屋を
　ご希望の場合、お部屋の確保にお時間をいただく場合がございます。予めご了承下さい。
※おひとり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、
　一人部屋追加代金を申し受けます。

申 込 金 20,000円
（旅行代金に充当します）

募集人員 各班20名
（最少催行人員各班15名）

添 乗 員 萩・石見空港より同行し
旅程管理業務を行います。

申込締切日
※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。食事条件 朝食2回・昼食2回（弁当含む）・夕食1回

利用航空会社 全日本空輸（ＡＮＡ）
日本三景交通又は同等クラス利用バス会社各出発日の2週間前

（但し満席になり次第締切らせていただきます）

（上記ホテルは、同等クラスまたは同等クラス以上に変更になる場合があります。最終しおりにてご案内いたします。）

客室 外観イメージ イメージ

仙台ワシントンホテル仙台ワシントンホテル
2日目

篝火の湯 緑水亭篝火の湯 緑水亭
秋保温泉

客室 外観イメージ イメージ

１日目 仙 台

◎入場観光、○下車観光、△車窓観光■コース表

※ご集合場所・出発時間は出発2週間前を目途にお届けする〝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。
※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助成申請は出来ません。

食事

旅のポイント
❶萩・石見空港から安心の翼 全日空でらく
らくご出発。
　東京からは　　　　　東北新幹線で
あっという間に〝杜の都仙台〟

❷ご夕食・ご昼食共に地元の特産品を
使った名物料理をご用意いたします!
❸2泊ともに2名様より1部屋ご用意
いたします。

中尊寺中尊寺 イメージイメージ世界遺産

瑞巌寺瑞巌寺
イメージイメージ

国宝

日本三景 松島日本三景 松島
イメージイメージ

秋保大滝秋保大滝
イメージイメージ

震災遺構
仙台市立荒浜小学校

震災遺構
仙台市立荒浜小学校

イメージイメージ

五大堂五大堂 イメージイメージ

大崎八幡宮大崎八幡宮イメージイメージ国宝

2泊とも2名様より1部屋ご用意

往復とも

萩・石見空港（12:55）　　　　 　羽田空港（14:25）
　  浜松町駅　　　　東京駅　　　　　　　　  　仙台駅（18:04）…
………仙台（泊）（夕刻）

ホテル（8:00）‖‖‖‖　　　  　　◎中尊寺金色堂 ‖‖‖‖‖‖

‖　　　◎瑞巌寺・○五大堂‖ ◎松島島巡り観光船／松島（15:40）～
～～～～ 塩釜（16:30）‖‖ 　   ◎大崎八幡宮‖秋保温泉（泊）（17:40）

お宿（8:00）‖ ○秋保大滝‖◎震災遺構・仙台市立荒浜小学校‖
‖ 仙台駅（11:44発）　　　　　　 　　　  東京駅　　  浜松町駅
　　 　　羽田空港（15:30）　　　　萩・石見空港（17:10）

昼

朝

夕

1

2

3

モノレール

山手線

山手線

世界文化遺産・国宝第１号

専門ガイドの案内有り

防災・減災を後世に語り継ぐため…

日本三景を遊覧
世界遺産

国宝

国宝

ＡＮＡ５７６便

 ＡＮＡ１１０３便モノレール

弁

朝

指定配車地（7:00～8:50）‖リーガロイヤルホテル小倉【昼食】‖

‖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‖  
‖ キャナルシティ福岡ワシントンホテル（18:10）

にて約2時間30分たっぷり大相撲観戦！

自由食

スウェーデン発祥のショッピングストア

赤・青・緑のコントラストが美しい

◎福岡国際センター【大相撲11月場所をたっぷり観戦】

朝

枡席A

ホテル（9:30） ‖‖‖‖‖‖ ○IKEA 福岡新宮 ‖‖‖‖‖‖‖

‖○唐戸市場 ‖‖‖‖‖‖‖ ○元乃隅稲成神社 ‖‖‖‖‖‖
‖指定配車地（18:45～20:30）　

コルベーユバイキング

東北新幹線

東北新幹線

★夕食オプションもご用意しています★
OP

★夕食オプションもご用意しています★

1

2

OP

昼

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）

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。

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%

平成30年9月1日
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。
※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。

【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。

TEL 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）


