
旅行企画・実施お申込み・ツアー内容に関するお問合せ

※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。 ※写真は全てイメージです。
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。

観光庁長官登録旅行業第939号

☎0858-23-3054

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。

特別な配慮が
必要な方は

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。

国内旅行総合
保険について

取 消 日
①旅行開始日の前日からさかのぼって11日前までに解除の場合 無　　　　　　料
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日
　以降に解除する場合（③～⑥までに掲げる場合を除く）
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日
　以降に解除する場合（④～⑥までに掲げる場合を除く）

④旅行開始日の前日に場合 旅行代金の　40%

旅行代金の　30%

旅行代金の　20%

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%

取 消 料

旅行条件（要約）
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。

旅行条件の基準：この旅行条件令和3年5月31日現在の運賃料金を基準として
います。

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、上記の申込金をお

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

山陰統括支店 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・前田隆宏倉吉市越殿町1409　総合旅行業務取扱管理者／青葉光輝 ■営業時間8:45～17:05（平日）（土・日・祝：休業）

鳥取県知事登録旅行業者代理業10号

JA鳥取中央旅行センター

県内・感染散発地域在住者対象 倉吉市観光キャンペーン県内・感染散発地域在住者対象 倉吉市観光キャンペーン

※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。
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。

る場合は、契約を解除されたお客さ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。

LINEの「友だち追加」から「ID検索」
または「QRコード」で登録してください。LINE@×

@oux8478k
中四国発着の旅行情報は『Nツアー中国四国』のLINEをチェック! この企画は、弊社及び運輸・宿泊・食事施設が取り組みをしています『新型

コロナウィルス感染症拡大防止の対応ガイドライン』に従い、お客様・添乗
員・関係者皆様の安全を第一に考えツアーを実施いたします。皆様のご協
力をお願い致します。
●出発日前…旅のしおり送付時に健康チェックシートをお客様へ送付し、出発日までの健康チェックを
お願いします。健康チェックシートは当日提出をお願いします。
●お客様へご依頼…ご自身の体調管理、要所での手洗いと消毒、感染防止が必要な場所での適宣な
マスク着用をお願いします。
●使用施設…感染防止対策の取り組みが確認できた運輸・宿泊・食事・観光施設を利用します。
●貸切バス…バス車内に消毒液の設置、乗務員・ガイドのマスク着用、随時の車内拭き取り消毒、約5
分で室内の空気を入れ替える外気導入モードでの車内換気を行います。外気導入モードが出来ない
車内は随時窓開けによる換気を行います。バス座席は間隔を空けるため、大型バス(45・49名乗り)22
名までの募集となります。
●食事・観光…お客様が「三密」の状態にならないように配慮した対応を心がけます。
●添乗員…自身の健康管理とマスク着用及び各施設の感染防止状況の確認とお客様へのご案内、そ
れに従った安全第一の旅程管理を行います。

健康チェック
シート
出発前にご提出
ください

マスク着用を
お願い
します

手指の消毒を
お願いします

換気を
貸切バスは随時

おこなっています

【参加条件】観光キャンペーンの参加条件は県内および県が指定する感染散発地域（ I）
在住の人で、参加するツアーに関し、次の①～③の全てにご協力いただける人と致します。
①SNSなどによる情報発信、②意見交換やアンケートの協力、③ツアー中の画像を広報使
用へ承諾いただける方 ※感染散発地域（ I）については鳥取県：新型コロナウイルス感染
症特設サイトをご確認ください。

【共通条件】■参加対象／小学生以上の方 ■募集人員／22名（最少催行人員15名） ■
食事条件／昼食1回 ■添乗員／添乗員同行いたします。 ■申込金／旅行代金全額 ■申
込締切／出発日の14日前（但し定員になり次第締切とさせていただきます） ■利用バス会
社／日ノ丸自動車又は日本交通(バスガイドは乗務しません) ■取消料はお支払い実額か
ら取消料率にて算出された金額をお支払い頂きます。 ■コロナウイルス感染症拡大等によ
り、緊急事態宣言が発出された場合、ツアーが中止等になる場合があります。 ■マイカーに
て宮川町観光駐車場をご利用される方は旅行申込時に車の台数をお申し出ください。

16,756円
13,912円

■旅行代金（お一人様）

8月21日（土）
9月11日（土）

■出発日 令和3年

8月22日（日）

7/8（木）7/8（木）

9月18日（土）

■出発日 令和3年

1,680円1,680円1,680円1,680円
1,400円1,400円1,400円1,400円

15,076円

12,512円

観光キャンペーン割引額観光キャンペーン割引額

観光キャンペーン割引額観光キャンペーン割引額

※旅行代金との割引額は倉吉市より
　観光キャンペーン支援金として旅行社に支払われます。

26,476円
16,912円

■旅行代金（お一人様）

2,650円2,650円2,650円2,650円
1,700円1,700円1,700円1,700円

23,826円

15,212円

観光キャンペーン割引額観光キャンペーン割引額

観光キャンペーン割引額観光キャンペーン割引額

※旅行代金との割引額は倉吉市より
　観光キャンペーン支援金として旅行社に支払われます。

9月20日（月・祝）
■出発日 令和3年

26,716円
17,512円

■旅行代金（お一人様）

2,680円2,680円2,680円2,680円
1,760円1,760円1,760円1,760円

24,036円

15,752円

観光キャンペーン割引額観光キャンペーン割引額

観光キャンペーン割引額観光キャンペーン割引額

※旅行代金との割引額は倉吉市より
　観光キャンペーン支援金として旅行社に支払われます。

大人

子ども

宮川町観光駐車場＝△スウィートランドTAKARA＝△旬鮮プラザ満菜館＝
（9：30） （9：50/10：20）

お買い物

2000点のフィギュアが並ぶ 特製和食膳

（10：35/11：15）

（12：15/13：15）（11：20/12：00） （13：30/14：50） （15：00）
＝◎くらよしフィギュアミュージアム＝昼食/倉吉シティホテル＝◎白壁土蔵群＝宮川町観光駐車場

出発

到着
1

宮川町観光駐車場＝△スウィートランドTAKARA＝◎くらよしフィギュアミュージアム＝
（9：15） （9：35/10：05）

お買い物 2000点のフィギュアが並ぶ

鳥取県産ブランド肉3種グリル

（10：35/11：15）

（12：00/13：00）（11：20/11：50） （13：10/14：40） （14：50）
＝○元帥酒造＝昼食/倉吉シティホテル＝◎白壁土蔵群＝宮川町観光駐車場

出発

到着
1

倉吉市内周遊倉吉市内周遊倉吉市内周遊倉吉市内周遊 倉吉市内周遊倉吉市内周遊倉吉市内周遊倉吉市内周遊

宮川町観光駐車場＝◎あかまる牛肉店 肥育場＝△スウィートランドTAKARA＝
（8：30） （9：00/9：30）

お買い物

鳥取県産ブランド肉3種グリル

（9：40/10：10）

（12：10/13：10）（11：25/11：55） （13：30/14：50） （15：00）
＝△旬鮮プラザ満菜館＝昼食/倉吉シティホテル＝◎白壁土蔵群＝宮川町観光駐車場

出発

到着
1

お子様
ランチ
(共通)

　　　
室町時代は打吹城

の城下町、江戸時代には
陣屋町として栄えた倉吉白壁
土蔵群。 国の重要伝統的建造
物群保存地区に選定されており、
現在は町家や土蔵に店舗などが
入りまち歩きや食べ歩き、体験
などを楽しめるスポットに
なっています。

　　　
　　　　　　
JA鳥取中央の直売
所。旬の新鮮な野菜や
果物などがたくさん並
びます。

A B C

白壁土蔵群白壁土蔵群

（お買物）（お買物）

A C

ふるさと返礼品の
フルーツミニカップの土産付!町中の店舗で使え

る
町中の店舗で使え

る町中の店舗で使え
る

町中の店舗で使え
る

倉吉倉吉トクトク
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

　　　
　　　　　　　　

小学校の校舎だった当時
の教室を再現. 現存する日本
最古の円形校舎が、 フィギュア
の聖地として生まれ変わりまし
た。館内では、映画やゲームの
人気キャラクターを中心に約
2,000点ものフィギュアが展
示されています。

くらよしフィギュアミュージアムくらよしフィギュアミュージアム

BA

町並みガイド（食べ比べクーポン付き）

ふるさと返礼品のフルーツミニカップの土産付

町並みガイド（食べ比べクーポン付き）酒蔵見学と試飲

倉吉人気精肉店の肥育場見学

ふるさと返礼品のフルーツミニカップの土産付 町並みガイド（食べ比べクーポン付き）

来て！来て！
見て！見て！

特製デザートプレート付!!

（小学生以下）

大人

子ども
（小学生以下）

大人

子ども
（小学生以下） （お子様ランチ＋デザートプレート）

※デザート大人同様（お子様ランチ）
（お子様ランチ＋デザートプレート）
※デザート大人同様

株式会社 農協観光代理業

〈入場観光◎、下車観光○、お買物△〉〈入場観光◎、下車観光○、お買物△〉 〈入場観光◎、下車観光○、お買物△〉〈入場観光◎、下車観光○、お買物△〉 〈入場観光◎、下車観光○、お買物△〉〈入場観光◎、下車観光○、お買物△〉

（イメージ）（イメージ）
外観（イメージ）外観（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

館内（イメージ）館内（イメージ）

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

食べ歩きクーポン
付き!!

食べ歩きクーポン
付き!!食べ歩きクーポン
付き!!

食べ歩きクーポン
付き!!

A
コース

B
コース

C
コース

東伯牛・大山ハーブ鶏・大山豚
魅力魅力発見!発見!発見!発見! 魅力魅力発見!発見!発見!発見! 魅力魅力発見!発見!発見!発見!倉吉市内周遊倉吉市内周遊倉吉市内周遊倉吉市内周遊

特別コース料理と特別コース料理と特別コース料理と特別コース料理と昼食は特製和食膳を堪能!昼食は特製和食膳を堪能!昼食は特製和食膳を堪能!昼食は特製和食膳を堪能! ブランド肉3種グリルの特別コース料理ブランド肉3種グリルの特別コース料理ブランド肉3種グリルの特別コース料理ブランド肉3種グリルの特別コース料理

9:30より9:30より
予約受付
開始!!
予約受付
開始!!旅旅

旬鮮プラザ 満菜館旬鮮プラザ 満菜館

■お支払い実額（お一人様）■お支払い実額（お一人様）
（税込）（税込）

（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

（税込）（税込）（税込）（税込）
■お支払い実額（お一人様）■お支払い実額（お一人様）■お支払い実額（お一人様）■お支払い実額（お一人様）

特製和食膳

・季節の珍味三種盛り
・刺身二種盛り合わせ
・季節の焼き物
・冷やし蕎麦
・天婦羅
・茶碗蒸し
・鰆酢締め
・ご飯 ・汁物 ・香の物
・季節の果物ワインゼリー掛け

・サーモンのミキュイ
  二十世紀梨のコンポート添え
・季節野菜のバーニャカウダー
・冷製ジャガイモのポタージュ
・鳥取県産ブランド肉3種のグリル
  (東伯牛・大山ハーブ鶏・大山豚)
・ライス　・特製デザートプレート

‐お品書き‐

・サーモンのミキュイ
  二十世紀梨のコンポート添え
・季節野菜のバーニャカウダー
・冷製ジャガイモのポタージュ
・鳥取県産ブランド肉3種のグリル
  (東伯牛・大山ハーブ鶏・大山豚)
・ライス　・特製デザートプレート

‐お品書き‐

肥育場見学（イメージ）肥育場見学（イメージ）

お肉で
人気!!

あかまる精肉店 肥育場見学あかまる精肉店 肥育場見学あかまる精肉店 肥育場見学あかまる精肉店 肥育場見学


