平和祈念像(ｲﾒｰｼﾞ)

軍艦島(ｲﾒｰｼﾞ)
グラバー園 旧グラバー住宅（ｲﾒｰｼﾞ）
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旅行期間

２０２２年１２月７日（水）～９日（金）

旅行代金

お一人様（２名１室利用の場合）
１２９，０００円（税込）

≪募集人員≫ ２０名（最少催行人員１５名）

利用予定バス会社:長崎遊覧バス

※ 一人部屋追加料金 １3，5００円（税込）

添乗員同行

月/日

食事:朝２回､昼３回､夕１回

行

≪申込締切≫ 10 月 ５日(水)
程
＜宿泊＞

12/7

青森空港 -------- JAL140 -------- 羽田空港 -------- JAL607 -------- 長崎空港(昼) ======
7:00 集合/7:40
9:05 / 10:00
12:05 / 13:30

（水）

１
日
目

ホテルニュー長崎
095-826-8000

☆国指定重要文化財

=== 世界遺産･国宝大浦天主堂･グラバー園 ====== 平和公園･平和祈念像 ====== 長崎泊
14:15
15:45
16:10
16:50
17:15 頃着
夕食 18:30～20:30

＜食事＞
昼：〇 夕：〇

☆飲み物付き
長崎卓袱(しっぽく)コース料理

☆県指定有形文化財

12/8
（木）

２
日
目

ホテル ===== 長崎港 ～～～ ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ ～～～ 福江港 ====
7:00
7:20 / 7:40
9:05 / 9:20
☆五島のｼﾝﾎﾞﾙ 標高 315m

武家屋敷 ・ 鬼岳 ・ 鐙瀬(ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ)

☆日本唯一
の海城

下五島観光(堂崎天主堂 ・ 石田城跡 ・

＜宿泊＞
ホテルニュー長崎
095-826-8000

☆明治 28 年創設

・ 昼 ・ 遣唐使ふるさと館 ・ 井持浦天主堂 ・

＜食事＞
朝：○ 昼：○ 夕：×

大瀬崎灯台）=== 福江港 ～～～ ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ ～～～ 長崎港 ======= 長崎泊）
16:00
16:30
18:15
18:30 頃
夕食は各自でお楽しみください

☆1960 年には 5,267 人が生活

12/9

３
日
目

ホテル ====== 軍艦島上陸ツアー(昼:弁当) ======== 長崎空港 -------- JAL612 -------- 羽田空港
9:45
10:00 / 10:30～
13:15
14:00 / 15:20
16:55

＜食事＞
朝:○ 昼:〇 夕:×

（金）
羽田空港 -------- JAL149 -------- 青森空港
18:40
20:00

この日程表は２０２２年６月１日現在のものです。運輸機関のダイヤ改正、各地の道路状況により行程が変更になる場合がございます。
青森県知事登録 旅行業第 2-141 号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
旅行業公正取引協議会会員

旅行企画
実施

青森市合浦 1 丁目 2-4

三八五観光タクシー3 階

☎０１７－７５２－１７０５
総合旅行業務取扱管理者

桜田

一誠

お問い合わせ・お申込みは

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ご参加のお客様はマスク着用をお願いいたします。
【重要】新型コロナウイルス感染防止に対する当社の取り組み
●ドライバー・ガイド・添乗員は原則としてマスクを着用して対応いたします。
お客様におかれましても、旅行中のマスク着用をお願いいたします。
●旅行開始前・旅行中の検温を実施しております。
37.5度以上の発熱がある場合は、参加をご遠慮いただく場合がございます。
●バス車内に消毒液を常備しております。又、定期的な換気も行っております。

＊＊＊

安心してご参加いただくために（参加条件）

＊＊＊

皆様に安心してご参加いただくために、以下の参加条件を設けます。ご出発までに、①か②が確認できる書類の提出をお願いいたします。
①新型コロナワクチンを２回接種以上済みのお客様
②出発日３日前以降に実施したＰＣＲ検査の結果が陰性のお客様

◆お申込みいただく前に、当旅行条件を必ずご確認ください
旅行条件(要旨） ◆旅行条件は、パンフレットの内容・条件による他、別途お渡しするご旅行条件書、

最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります
■募集型企画旅行契約
この旅行は「ＪＴＳみちのく株式会社」（以下「当社」という）が企画・実施するもので、

５.旅行日程・旅行代金の変更

お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することに

運輸機関のスケジュール・気象条件、その他不可抗力による事由で、また運輸機関の

なります。

運賃・料金の改訂により、旅行日程・旅行代金を変更することがあります。

１．旅行の申込み及び契約成立

６．旅行代金に含まれるもの

(1)お申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人様につき）を添えて

旅行日程に明示した運輸機関の運賃、料金、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び

お申込みいただきます。お申込み金は旅行代金、取消料又は違約金の一部として

消費税等を含んでいます。尚、上記の経費はお客様のご都合により一部利用されな

取り扱います。

くても払い戻しは致しません。

(2)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理したとき

７.旅行代金に含まれないもの

に成立するものと致します。

前第6項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金（各種運送機関で定められた重量・大きさ・個数を超える分について）

(3)お申込金（お一人様）

(2)クリーニング代、電報、電話代、ホテル・旅館等のメイド等に対する心付、その他追加

旅行代金

お申込金

3万円未満

6,000円

3万円以上6万円未満

12,000円

８.添乗員等

6万円以上10万円未満

20,000円

添乗員同行商品には全行程に添乗員が同行致します。添乗員の行うサービスの内容は

飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金

２．旅行代金の適用

原則として書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務と致します。

(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、

旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。

満6歳以上（飛行機利用コースは満3歳以上）12歳未満の方はこども料金となります

添乗員の業務は原則として8時から20時までと致します。

(2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認

９.当社の責任及び免責事項

ください。

当社または当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、

３．お客様による旅行契約の解除

お客様が被られた損害を賠償致します。但し次のような場合は原則として責任を負い

お客様はいつでも下記に定める取消料を支払って旅行契約を解除することができます
旅行契約の解除日

取消料

ません。天変地変、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ずる旅行日程の変更もしくは中止、官公署の命令、伝染病

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難による場合。

①20日前から8日前までに解除する場合

旅行代金の

20％

１０.個人情報の取扱い

②7日前から2日前までに解除する場合

旅行代金の

30％

当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のために

③旅行開始の前日に解除する場合

旅行代金の

40％

利用させて頂くほか、お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関が提供する

④旅行開始日の当日に解除する場合

旅行代金の

50％

サービスの手配・受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。

⑤旅行開始後の解除又は無連絡不参加の

旅行代金の100％

場合（途中離団を含む）
４.お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合のみ交替することができます。その際、手数料が生じる
場合もございます。

１１.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件及び旅行代金は2022年6月1日を基準としております。

