
■旅行代金／大人お一人様（洋室2～3名様1室ご利用）

※ご希望の客室タイプをご用意できない場合があります。　

※客室にはご家庭で使用している電気製品（100v/60Hz）用の電源コンセントの他、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、タオル、ドライヤーなどをご用意しております。（ただし、寝間着はご
用意ください。）また、バスタブ（ロイヤルスイート・スイート・デラックスのみ）、シャワー（ステート）、ウォシュレット型トイレを備えております。※船内には大浴場もございます。※客室及び主な
パブリックスペースは禁煙とさせていただきます。喫煙される場合は、スモーキングコーナーなど、所定の喫煙コーナーをご利用ください。※3名1室利用の場合は、3名様目はソファーベッ
ド利用となります。※子供代金／2歳未満の幼児は、大人1名に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下は大人代金の75%、中学生以上は大人代金と同額となります。※シング
ル利用はステートルームG・H・Jのみ可能です。2名1室代金の160%となります。相部屋の設定はございません。

客室タイプ

ステートルームJ

ステートルームH

ステートルームG

ステートルームF

ステートルームE

デラックスルーム

スイートルーム

客室の設備

窓側（丸窓）、ツインベッド、シャワー付

窓側（丸窓）、ツインベッド、シャワー付

窓側（角窓）、ツインベッド、シャワー付

窓側（角窓）、ツインベッド、シャワー付

窓側（角窓）、ツインベッド、シャワー付

窓側（角窓）、ツインベッド、バスタブ付

窓側（角窓）、バルコニー、ツインベッド、バスタブ付

窓側、バルコニー、ツインベッド、バスタブ付

窓側、バルコニー、ツインベッド、バスタブ付
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旅行代金／お一人様
2名様1室利用

185,000円
206,000円
218,000円
247,000円
257,000円
325,000円
399,000円
595,000円
620,000円

149,000円
172,000円
189,000円
219,000円

3名様1室利用
5階

5、6階

6階

8階

9階

9階

10階

10階

10階ロイヤルスイートルームA
（1001・1002号室）

ロイヤルスイートルームB
（1003・1004号室）

第53回
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出発日
平成30年
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日

❶おでかけ倶楽部会員割引……………………旅行代金より1，500円割引
❷JA組合員割引（組合員家族も含む）………………旅行代金より1，500円割引
❸早期申込割引（1月26日まで）………………旅行代金より5，000円割引

《ご本人様限定》 重複割引可会員特典

□添乗員：同行して旅程管理業務を行います。
□スケジュール表内のマークのご案内（観光　◎＝入場観光、○＝下車観光、△＝車窓観光）　　写真・イラストはすべてイメージです。

ご案内
※（注1）集合・解散地（および時刻）は、後日改めてお知らせ致します。

□時間の表示　（早朝4：00～6：00・朝6：00～8：00・午前8：00～12：00・午後12：00～16：00・夕刻16：00～18：00・夜18：00～23：00・深夜23：00～4：00）

※燃油サーチャージとは、燃油原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限り航空各社が国土交通省航空局に申請し、認可を受ける、航空券料金には含まれ
　ない付加的な運賃であり金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用するすべての旅行者に課せられます。

国内海外旅行条件（要旨）
本旅行は次の条件に基づきます。
この旅行は㈱農協観光三重支店（三重県四日市市浜田4-20）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､(最終旅行日程表）、
　及び当社募集型企画旅行約款によります。

●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･運送期間の運賃･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｡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。
　サービス料･お一人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運送代金｡上記費用はお客様のご都合により､
　一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
●前項のほかは旅行代金に含まれません｡その一部を明示します。
　　　超過手荷物料金･運送機関の課す付加運賃･料金･クリーニング代､電報電話料､追加飲食代､ホテルのボ
　　　ーイ､メイド等に対する心付その他個人的性質の諸費用それに伴う税･サービス料･注釈のない限り日本
　　　国内の航空使用料･旅行日程中の空港税あるいは空港使用料およびこれに類する諸税。
　　　旅行中の個人諸費用(お客様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)､運送機関の課す付加運賃･料金
●ご旅行のお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､右記の申込金をお支払い下さい。お申込金は旅
　行代金お払い込みの際引かせていただきます。
　お電話等でのお申込みの場合は､お申込み翌日から起算して３日以内に申込奮と申込金を提出していただ
　きます｡旅行契約は当社が予約の受諾をし､申込書と申込金を受領したときに成立したものとします。
　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21日目に当たる日までにお支払い下さい。

　燃油サーチャージ／旅行代金には航空会社が別途収受する燃油サーチャージは含まれておりません。
　(一部含まれているコースもございます。)別途､旅行取扱店にお支払いください｡お申込みの際､旅行取扱
　店より詳細をご案内します。※収受額は予告なく変更になる場合があります。すでにお申込み済みのお
　客様を含め、収受額が増額・新設された場合は不足分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します｡(平成28年11月22日現在)

　　　　　　　　　区　　　　分　　　　　　　　　　　　　　　　申　　　込　　　金
旅行代金が30万円以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50，000円
旅行代金が15万円以上30万円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　30，000円
旅行代金が15万円未満　　　　　　　　                                          20，000円

申込金 貸切船舶利用の場合の取消料

取消料

旅行代金　　　3万円未満　　　6万円未満　　　10万円未満　　15万円未満　　 15万円以上
お申込金　　　　6,000円　　　 12,000円　　　20,000円　　　30，000円　　旅行代金の20％

●お客様のご都合でお取消しの場合は下記の金額をお取消料として申し受けます｡なお､下記表における
　｢特定日｣とは(4/27～５/６･ 7/20～8/31・12/20～1/7)を指します。

海
外

海
外

国
内

国
内

取消日 取消料
1.特定日に旅行を開始する旅行　2.特定日以外に開始する旅行

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

40日前以降31日前 旅行代金の10%(5万円を上限）　　　　　　無料

30日前にあたる日
　以降15日前

旅行代金が50万円以上…………………………100,000円
旅行代金が30万円以上50万円未満…………… 50，000円
旅行代金が15万円以上30万円未満…………… 30，000円
旅行代金が10万円以上15万円未満…………… 20,000円
旅行代金が10万円未滴……………………旅行代金の20％

14日前にあたる日以降3日前 旅行代金の20％
●旅行開始日の前々日･前日及び当日　　　　　　　　　　　旅行代金の50％
●無連絡不参加及び旅行開始後　　　　　　　　　　　　　　旅行代金の100%

取消日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって４)旅行開始日の
　 前日の解除

５)旅行開始日
　 当日の解除
【６を除く】

６)旅行開始後の
解除または
無連絡不参加１)21日目に当た

る日以前の解除
(日帰り旅行に
あっては11日目)

２)20日目に当た
る日から８日前
までの解除
(日帰り旅行に
あっては10日目)

３)７日目に当たる
日から２日前
までの解除
【４～６を除く】

取消料
(お一人様) 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％

個人情報の取り扱いについて
※「個人情報保護法」が施行されました。お申し込みのお客様は、上記またはお申し込みの際にお渡しする
　当社「募集型企画旅行条件書（全文）をご確認ください。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって91日目にあたる日以前の解除　　　　　　　無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日前～61日前までの解除　　　　　旅行代金の10％
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日前～31日前までの解除　　　　　旅行代金の20％
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前～21日前までの解除　　　　　旅行代金の30％
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前～３日前までの解除　　　　　旅行代金の40％
旅行開始日の前々日､前日､当日の解除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旅行代金の50％
旅行開始後及び無連絡不参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅行代金の100％

契約解除日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取消料(お一人様)

1.株式会社震協観光(以下､｢当社｣といいます｡)及び下記の販売店は､旅行申し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､お客様との間の連絡のために利用させていただくほか､お客様がお申し
　込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受
　領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか､当社及び販売店では､①会社及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。
　②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い｡④特典サービスの提供。
　⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
2.当社は､当社が保有するお客様の個人データーのうち､氏名､住所､電話番号またはメールアドレスなどの
　お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて､当社グループ企業との間で共同して
　利用させていただきます。当社グループ企業は､それぞれの企業案内､商品及び催し物内容などのご案内
　や､ご購入いただいた商品の発送のために､これを利用させていただくことがございます。なお､当社グル
　ープ企業の名称､プライバシーポリシー､及び個人情報取扱管理者の氏名については､当社ホームページ
　　(http://ｗｗｗ.ntour.co.jp)をご参照ください。
3.当社は､旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため､当社の保有するお客様の個人データーを土産物   
　店に提供することがございます｡この場合､お客様の氏名､パスポート番号及び搭乗される航空便名などに
　係る個人データーをあらかじめ電子的方法などで送付するこによって提供いたします｡なお､これらの事
　業者への個人データーの提供の停止を希望される場合は､当社のお問い合わせ窓口あてへ出発日までにお
　申し出ください。
●この旅行条件書は2017年12月1日を基準としております。

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。

海
外
国
内

三重支店
観光庁長官登録旅行業第939号

三重県四日市市浜田町4-20（四日市農協会館7F）TEL（059）353-0911
一般社団法人日本旅行業協会正会員　　総合旅行業務取扱管理者　澤野幸久

旅行企画・実施

このチラシに記載された国内旅行には予め旅行傷害共済が付保（死亡、後遺症害、重度後遺症
害費用、部位・症状別治療のみ保障）されております。海外旅行には付保されておりません。
詳しくは農協観光までお気軽にお問い合わせください。

※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、事前にご確認の上お申し込みください。

■主要目
●総トン数：26，594トン
●全長：183.4m　●幅：25.0m
●喫水：6.5m
●甲板数：12層（客室部分10層）
●資格：JG・NK国際遠洋
●バウスラスター：1基
●スタビライザー：1対
●航海速力：18ノット
●客室数：238室　●乗客数：620名
●乗組員：220名

取消日
取消料

90日前～61日前 60日前～31日前 30日前～21日前 旅行開始後
旅行代金の10％ 旅行代金の20％ 旅行代金の30％

20日前～3日前 2日前～当日
旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

●取消料（旅行開始日の前日から起算して）

■募集人員／30名様（催行確約）
■食事条件／朝食4回・昼食3回・夕食4回
■申込期日／平成30年1月26日（金）
■旅行出発前に説明会を開催します（約2週間前） 医師・看護師が乗船し

健康管理のお手伝い！
医師・看護師が乗船し
健康管理のお手伝い！

※スケジュール・寄港地・入出港時間・航路・イベント等の内容、日程は諸事情により変更となる場合がございます。
※気象・海象などの条件により、上陸できない場合もございますので、予めご了承ください。
　尚、その場合のご旅行代金の減額は致しかねます。

お問い合わせ・お申し込みは

JATA正会員

イメージイメージぱしふぃっくびいなす

ツアーの10大ポイント！
うれしい名古屋港からの直行チャーター船で小笠原諸島へ
向かいます！通常は東京竹芝港から、最短でも6日間の日程が必要になりますが、
今回はチャーター船ですので、名古屋港発着、5日間の日程が可能となりました。

7月は海上も凪が続く安定した時期となり、1年の中でもクルーズに
適したシーズンです。

2011年6月24日 日本で4件目の世界自然遺産「小笠原諸島」を訪れる
クルーズです。船でしか行くことの出来ないまだ見ぬ秘境へ出発です。
“鳥島（とりしま）”や“孀婦岩（そうふいわ）”も周遊します。
当社の添乗員及びクルーズの専門知識を持った「クルーズコンサル
タント」が同行しますので初めてクルーズにご参加の方も安心です。
約200名の船内スタッフが皆様のクルーズライフのお手伝いを
させていただきます。
全行程食事付です！クルーズの楽しみのひとつがお食事です。朝食、昼食、
夕食はもとより、夜食、ティータイムなど1日最大7食を毎日ご用意いたして
おります。シェフが腕によりをかけた多彩なお食事をお楽しみください。

全ての客室は海側をご用意いたします。快適な船旅をお楽しみください。
航海中は様々な趣向を凝らしたエンターテイメントやカルチャー
教室、ビンゴ大会などをご用意！
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父島では手付かずの自然、貴重な生態系が保たれた自然を
楽しむオプショナルツアーをご用意いたしております。

10 ぱしふぃっくびいなすには医師と看護師が乗船し、お客様の健康管理の
お手伝いをいたします。

小笠原クルーズ小笠原クルーズ
5日間

チャータークルーズ
豪華客船

ぱしふぃっくびいなすでいく

①JA津安芸本店（注1）＝＝＝＝名古屋港（17：00）～～～（豪華な船旅を
　お楽しみください）～～～～～～～～～～【船中　泊】
②～～～～～～～～～～～～（各種文化教室、イベントなどの多彩なプログラムをご用意しています）
　～～～～～～～～～～【船中　泊】
③～～～～～～～8：00頃／小笠原・父島上陸　小笠原の貴重な自然をお楽しみください。
　各種オプショナルツアーでお楽しみください。
　17：00頃小笠原・父島出港～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～【船中　泊】
④～～～太平洋上を一路北上、きらめく初夏の海から次第に表情をかえる太平洋。午前中には、
　アホウドリの繁殖地「鳥島」や太平洋に突き出た奇岩「孀婦岩」沖を通過いたします。
　クルーズならではの景観をお楽しみください。～～～～～～～～～～～【船中　泊】
⑤～～～～～～～～名古屋港（10：00）＝＝＝＝＝JA津安芸本店（午後）

オプショナル
ツアーの
ご案内
（7月3日）

■予定コース

コース
1

地元漁師と行く南島海域公園ボート遊覧

コース
2 ウェザーステーション展望台バス観光と二見湾周遊ボート観光
コース
3 小笠原固有植物観察ツアー

コース
4 小笠原歴史ガイド散策

コース
5 人と自然の共生を学ぶツアー

ツアー代金　7，000円

ツアー代金　9，000円

ツアー代金　9，000円

ツアー代金　9，000円

ツアー代金　9，000円

全室海側を望むゆとりの客室、快適にお過ごしいただける寛ぎの空間です。
キャビン（客室）のご案内（例）

快適なクルーズライフを演出するこだわりの客室。全室海側に面し、大海原を望む窓をご用意
しました。シャワー・トイレも全室完備。インテリアにもこだわり、色調をアイボリーにまとめた
温かい雰囲気を演出します。
洋上の寛ぎを贅沢にお過ごしいただけるよう上質な空間をご用意しました。


