春の甑島（こしきしま）を贅沢に味わう旅。

あの高級食材
なまこ料理が楽しめる！

海鼠（なまこ）池で貴重ななまこ漁の体験をして、高級
珍味を楽しみ、春満開の野山や花を満喫します。
令和 2 年度に完成予定の藺牟田瀬戸架橋（仮称）と甑大
明神橋、鹿の子大橋と三つの異なる橋や大人気の観光船
かのこでの絶景クルーズなど観光・体験がたっぷりのお

めじろ

得なツアーです。
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- 絶品珍味と野山を楽しむ旅 アリアケスミレ

長目の浜

※写真はイメージです。

観光船かのこ

■日程

2020 年

3 月14 日（土） ▶ 3 月15 日（ 日 ）
3 月20 日（金） ▶ 3 月21 日（ 土 ）

貴重ななまこ漁の体験など見どころ盛り沢山！

高級珍味
なまこ

野の花
野 鳥

旅行代金

お得！ （お 1 人様）

三つの
橋巡り

絶景
クルーズ

29,800

（税込）

円

【料金に含まれるもの】
高速船甑島（川内港〜里港往復）、昼食２食、宿泊（２名１室、１泊・朝夕食付）費、
各種体験料、ガイド料、保険 など
■最少催行人数：10 名 ■添乗員は同行いたしませんが、現地ガイドが同行し
ます。
【行

程】

１日目
川内港ターミナル集合（8：50 発）〜〜＜高速船甑島＞〜〜里港ターミナル（9：
40 着）＝なまこ池（なまこ漁体験）
＝瀬上集会所（地元の方々の料理と交流・散策）
＝長目の浜展望所＝須口池入口＝宿泊先（石原荘）
２日目
民宿（石原荘）＝甑大明神橋＝鹿の子大橋＝藺牟田瀬戸架橋大橋＝無線局＝中甑
港＝観光船かのこ＝中甑港＝昼食（寿し膳かのこ）＝田之尻展望所＝トンボロ
ビュー＝」里武家屋敷跡＝里港ターミナル（16：30 発）〜〜＜高速船甑島＞〜
〜川内港ターミナル解散（17：20 着）
・行程は諸事情により変更になる場合がございます。ご了承ください。

・二名一室の料金です。シングルは追加 +2,000 円となります。

第

号 総合

三宅 泰史

利用予定バス会社：南国交通株式会社

■ 春 の 甑 島 - 絶品珍味と野山を楽しむ旅 -お申込 について ■
・お申込は、電話または FAX にて下記の必要事項をお伝えください。
①氏名 ②住所 ③電話番号（携帯電話番号） ④性別 ⑤年齢
・２名様以上の場合は、ご参加される方全員の①、④、⑤をお伝えください。
■お申込先

株式会社薩摩川内市観光物産協会

鹿児島県薩摩川内市鳥追町 1-1 川内駅２階
■お振込先

鹿児島銀行

TEL ：0996-25-4700
FAX：0996-25-4739
ｶ ）ｻ ﾂ ﾏ ｾ ﾝ ﾀ ﾞ ｲ ｼ ｶ ﾝ ｺ ｳ ﾌ ﾞ ｯ ｻ ﾝ ｷ ｮ ｳ ｶ ｲ

普通3095821 名義：株式会社薩摩川内市観光物産協会

川内支店

■クレジットカード取り扱い
・クレジットカード決済については、お電話にてお問合せください。
・メールアドレスが必要となります。 ・VISA カード、Master カードのみ
ご旅行条件[抜粋]

※事前にご確認の上、お申し込みください。

⑧取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

①募集型企画旅行契約
(1)このご旅行は株式会社薩摩川内市観光物産協会(以下当社といいます)が企画･実施する旅行であり､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。
(2)当社は､お客様が当社の定める旅行曰程に従って運送･宿泊機関などの提供する運送､宿泊その他の旅行に関するサービ
ス(以下｢旅行サービス｣といいます)の提供を受けることができるように手配をし､管理することを引き受けます。
(3)募集型企両旅行契約の内容､条件はこのパンフレット､出発前にお渡しする確定書面(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(以下｢当社約款｣といいます)によります。

②お申込み(旅行契約)

お客様は表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
･取消受付日とは､当社の営業日･営業時問内にお客様より取消のお申し出を確認した時を基準とします。
①当社の責任とならないローン､渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは第3項の追加代金を含めた合計額です。
③コース又は出発日を変吏された場合も下記の取り消し料の対象となります。
旅個契約の解除期日

申込金(おひとり様)

1）21日目にあたる日以降の解除

(1)当社または当社の受託営業所にて(以下｢当社ら｣といいます)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ､お1人様
につき下記の申込金を添えてお申し込みください｡申込金は旅行代金､取消料または違約料のそれぞれ一部または全部と
して取り扱います。
区分

申込金(おひとり様)

旅行代金が15万円以上

旅行代金の20％〜旅行代金まで

旅行代金が10万円以上15間年未満

30,000円〜旅行代金まで

旅行代金が５万円以上10万円未満

20,000円〜旅行代金まで

旅行代金が３万円以上５万円未満

10,000円〜旅行代金まで

旅行代金が３万円未満

6,000円〜旅行代金まで

また､旅行契約は､当社が締結を承諾し､申込金を受領した時に成立するものとします｡ただし､特定コースにつきましては､別
途パンフレットに定めるところによります。
(2)当社らは､電話､郵便･ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます｡この場合､旅行
契約は予約の時点では成立しておらず､当社が予約承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込金を受領し
た時に成立するものとします｡この期問内に申込金を提出されない場合は､予約はなかったものとして取り扱いする場合
があります。

③旅行代金とお支払い
(1)旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます｡ただし､パンフレットに記載(または別途､当社が案
内)したお１人部屋を使用される場合や航空機･宿泊機関のクラス変吏等の追加代金がある場合にはこれを加算し､3人割
引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。
(2)本項(1)の代金の額は､申込金､取消料および変更補償金を算出する際の基準となります。
(3)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのばって15日前までにお支払いください。

④旅行代金に含まれるもの
◯曰程に表示している航空･船舶･鉄道等利用交通機関の運賃･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､―定の期問及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限りま
す)を含みません。
◯日程に表示している送迎､都市問の移動バス等の料金
◯日程に表示している観光の料金(バス､ガイド､入場等の料金)
◯曰程に表示しているホテル料金(2人部屋にお2人の宿泊を基準)｡尚､一部訪問国･都市において､現地にて徴収され
る税金等の諸費用は含まれておりません。
◯日程に表示している食事料金
◯添乗員同行コースの同行費用

⑤旅行代金に含まれないもの
前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません｡その一部を例示します。
◯超週手荷物料金(規定の重董､容童､個数を越えるもの)
◯クリーニング代､電話料､ホテルのボーイ､メイド等に対するチップ､追加飲食等個人的性質の諸費用
◯一部訪問都市において､宿泊機関が現地にて宿泊者個々よリ徴収する税金等の諸費用
◯傷害疾病に関する医療費用等
◯日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料
◯旅行日程中の空港税･出国税及びこれに類する諸税
◯運送機関の課す付加運賃･料金(燃油サーチャージ)
◯日本国内における自宅から発着駅等集合･解散地点までの交通費､および宿泊費等渡航手続き取扱料金等)
◯任意の国内旅行保険料
◯オプショナルツアー費用

旅行開始日の前日から起算して

旅行代金の20％

3）７日目にあたる日以降の解除（4〜6を除く）

旅行代金の30％

4）旅行開始日前日の解除

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％

※オプショナルツアーは旅行参加後の取り消しはできません。

⑨旅行の取り消し(旅行契約の解除)
次に挙げる場合は､旅行の実施を取リやめることがあります。
(1)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の当社の関与し得ない事由が生
じた場合において､旅行曰程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり､又は不可能となるおそれが極めて大き
いとき。
(2)旅行代金が期日まで入金のない場合､参加をお断リすることがあります。
(3)申込条件の不適合
(4)旅行者が病気､必要な介助者の不在その他の事由により、
当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(5)旅行者が､契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

⑩当社の責任および免責事項
当社は当社または手配代行者が故意又は週失によりお客様に損害を与えたときは､その損害を賠償します｡ただし､損害発
生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります｡又､当社は手荷物について生じた損害につい
ては､損害発生の翌曰から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限りお客様一名につき15万円を限度(当
社に故意又は重大な週失がある場合を除きます)として賠償します｡但し､次のような場合は原則として責任を負いません
｡天災地変､戦乱､暴動､運送宿泊機関の事故もしくは火災､運送機関の遅延､不通又はこれらのために生じる旅行日程の変
更もしくは中止､官公署の命令､出入国規制､伝染病による隔離､自由行動中の事故､食中毒､盗難等。

⑪ 特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命､身体､または手荷物に被った一定の損害について､
旅行業約款特別補償規程により､一定の補償金および見舞金を支払います。
特別補償は事故による傷害治療費用､病気による死亡･治療費用､賠償責任､救援者費用等には一切適用できません｡該当
補償等をご希望の場合は､任意にて旅行傷害保険にご加入ください。

⑫旅程保証
当社は､旅行曰程にご旅行条件書23項の重要な変更が行われた場合は､その約款の規定により､その変更の内容に応じて旅
行代金の1％〜5％に相当する額の変更補僥金をお支払いします｡変更補僥金の額は､旅行代金の15％を限度とします｡また
､1旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は､変更補僥金は支払いません。

⑬お客様の責任
(1)当社はお客様の故意または過失､法令もしくは公序良俗に反する行為によリ当社が損害を被ったときはお客様は損害を
賠償しなければなりません。
(2)旅行者は､当社から提供された情報を活用し､旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解する
よう努めなければなりません。
(3)旅行者は､旅行開始後において､契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため､万が一契約書面と異なる旅
行サービスが提供されたと認識したときは､旅行地において速やかにその旨を当社､当社の手配代行者又は当該旅行サー
ビス提供者に申し出なければなりません。

⑭旅行条件の基準期日

確定書面(最終曰程表)は旅行開始日の前日までにお渡しします(旅行開始日の7日前頃までに交付するように努力いたしま
す)。
添乗員が同行しない場合は､旅程管理業務を行う手配業者等の連絡先は確定書面(最終日程表)でお知らせします。

⑮個人情報のお取扱について

当社は天災地変､戦乱､暴動､運送･宿泊機関等のサービス提供の中止､官公署の命令､当初の運行計画によらない運送サー
ビスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、
契約内容を変更することがあります｡また､その変更に伴い旅
行代金を変更することがあリます｡著しい経済情勢の変動によリ通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の
運賃･料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります｡増額の場合は旅行開始曰の前曰から起算してさか
のばって15日目にあたる日よりも前にお知らせします。

鹿児島県知事登録旅行業 第２ー２３６号
総合旅行業務取扱管理者 三宅 泰史
一般社団法人全国旅行業協会 正会員
■利用予定バス会社 南国交通株式会社

旅行代金の40％

5）当日の解除（6を除く）

⑥確定書面

⑦旅行契約内容･代金の変更

無料

2）20日目にあたる日以降の解除（3〜6を除く）

この旅行条件は2019年10月1日現在の運賃･料金を基準としております。

お客様よりお預かりする個人情報のお取扱については､ご旅行条件書巻末の｢個人情報のお取扱について｣をご参照ください。

⑯その他
(1)お客様のご便宜をはかるためにお土産物品のご案内をすることがありますが､お買い物に関しましては､お客様の責任
で購入していただきます
(2)当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

■主催・企画実施■

株式会社薩摩川内市観光物産協会

TEL：0996-25-4700

本社営業所

FAX：0996-25-4739

