宮崎観光コースのご案内
高千穂観光コース

日向・高千穂観光コース

細島港

細島港

↓

↓

豪華客船「

国の名勝、天然記念物

願いが叶うと伝わる

高千穂峡 （下車見学）

クルスの海 （下車見学）

↓
↓

さざれ石が有名な日向お伊勢さま

※高千穂峡は遊歩道を約1㎞歩いて見学となります。
歩きやすい履物をお持ちください

●クルスの海（イメージ）

大御神社 （下車見学）

高千穂18郷88社の総社

（おおみじんじゃ）

高千穂神社 （（下車見学）

↓

日向市内（昼食）

↓

↓

●高千穂神社（イメージ）

天照大御神がお隠れになられた
天岩戸が御神体

高千穂神社 （（下車見学）

（あまのいわとじんじゃ）

↓

旅行代金

↓

細島港

6月11日（火）

（おとなおひとり様・税込）

細島港

●天岩戸神社（イメージ）

●高千穂神社（イメージ）

井上あずみ船上コンサート

≪経歴≫
1957年9月宮崎県都城市（みやこのじょうし）生まれ
2007年1月第52代宮崎県知事に就任
2011年1月宮崎県知事任期満了にて退職
2012年12月第46回衆議院議員総選挙近畿比例区で当選
2013年12月衆議院議員辞職

東国原英夫 Hideo Higashikokubaru
【元宮崎県知事／前衆議院議員】
《生年月日／ 出身地／ 血液型》
1957年9月16日／宮崎県／Ｂ型
《サイズ》171cm／59kg／25.5ｃｍ
《趣味》
マラソン
《特技》ハンドボール
《免許》普通自動車免許

宮崎県知事就任後は独自の感性を政治行政に生かし宮崎
県を改革。ふるさと納税・道路問題・ムダゼロ会議等に地方
代表として選ばれ、またテレビ等にも多数出演し、地方か
らの声を発信し続ける改革派の知事として、地方行政を
リードした。平成２３年１月２０日の１期目の任期満了にて退
職。平成２４年１２月の第４６回衆議院議員総選挙に日本維
新の会より出馬。近畿比例区で当選を果たし、平成25年
12月に辞職。現在は各メディア、全国各地での講演会、
勉強会などに出演し、地方分権のあり方、若者の政治参
加について訴え続けている。
著書に創英社/三省堂より
「決断の真実」、アスコムより
「人生を劇的に変える東国原式勉強法」、講談社より田中
義剛氏共著「俺たちの新・日本列島改造論」、ソニーマガジ
ンズ社より島田洋七氏との共著「地方という生き方」、晋遊
舎より
「人生で大切なことはすべてマラソンで学んだ！」、
イースト・プレス社より
「逆境を笑え。」、アントレックス社よ
り
「日本改革宣言」
などその他多数。

149,000円〜559,000円
ステートルーム 3名1室利用

ロイヤルスイートルーム 2名1室利用

6月13日（木）

イベントのご案内

東国原英夫トークショー

4日間

2019年6月11日
（火）
〜6月14日（金）

●大御神社（イメージ）

高千穂18郷88社の総社

天岩戸神社 （（下車見学）

」で航く

九州宮崎

↓

●高千穂峡（イメージ）

高千穂地区（昼食）

JA静岡女性組織協議会設立70周年記念

86スタジオジブリ作品【天空の城ラピュタ】
エンディン
グ
「君をのせて」
に抜擢され一躍注目を集める。
続く
【となりのトトロ】
では主題歌「さんぽ」
「となりのトト
ロ」
を歌唱、
【魔女の宅急便】
では
「めぐる季節」
「魔法
のぬくもり」
などメインテーマの歌唱でヴォーカルアル

豪華客船で過ごす
優雅なひとときを楽しみながら
大自然と神々が織りなす
神話の国へ

バムに参加し、スタジオジブリ初期作品になくてはな
らない歌声として高い評価を受ける。
他にもピーターラビット公式テーマソングや岐阜清流
国体テーマソング、世界名作劇場【こんにちはアン】主
題歌、学校教科書掲載曲ビリーブなど世代を越えて
楽しめる歌を数多く歌唱、毎年全国各地で100箇所
近く開催されるファミリーコンサートを中心に活躍中。
海外からのオファーも多く、フランス、ロシア、イタリ
ア、イギリス、タイ、台湾、香港など各地のフェスに出
演、2015年12月〜2016年1月には中国全土10箇
所のホール単独ツアーも成功させた。
井上あずみ Azumi inoue
【歌手】83デビュー

2018年は歌手デビュー35周年を迎える。

旅行条件（要約） ※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、事前にご確認のうえお申込みください。
本旅行は、
次の条件に基づきます。
（1）
この旅行は、㈱農協観光静岡支店（静岡県静岡市駿河区曲金3-8-1 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（以下｢旅行契約｣といいます。）
を締結することになります。
（2）契約の内容、条件は、
コースごとに記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件
書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款募集型企画契約の
部によります。
●お申込代金（お一人様）

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

●旅程保証
当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定の率を乗じた変更
保障金をお支払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書（全文）
でご確認ください。
●最少催行人員／400名様
●取消料
お客様は一定の場合を除き以下に定める取消料をお支払いただくことにより旅行契約を
解除できます。
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 5）旅行開始日 6）旅行開始後の
1）21日目に当た 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
（日帰り旅行にあって
あっては11日目） は10日目）

取消日 る日以前の解除

30,000円 旅行代金の20％

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支
払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃･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の条件下に限り
あらゆる旅行者に一律に課せら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。上記費用はお客様のご都合により、一
イメージ
部利用されなくても払い戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの
（一部例示）
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

取消料
（お一人様）

無料

3）7日目に当たる 前日の解除
日から2日前
までの解除
［4〜6を除く］

旅行代金
の20％

旅行代金
の30％

旅行代金
の40％

当日の解除
［6を除く］

旅行代金
の50％

解除または
無連絡不参加

旅行代金
の100％

●旅行条件の旅行代金基準
本旅行条件は、
2018年8月6日を基準日として作成しております。

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。
1.株式会社農協観光（以下、｢当社｣といいます。）及び下記の販売店は、旅行申込みの際に提
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。

■旅行企画・実施

※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を、あらかじめ電子的方法などで送付する
こと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の提供の停止を希望
される場合は、
当社のお問合せ窓口あてへ出発日までにお申し出ください。
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。
※この旅行は「うきうき
（国内旅行傷害保険）
に加入しています。詳しくは弊社社員へご照会く
ださい。

早朝
4：00

朝

6：00

午前
8：00

午後

12：00

夕刻

16：00

夜

18：00

深夜

23：00

4：00

瀬戸大橋
来島大橋

チラシ作成日 2018/8/6

■お問い合わせ・お申込みは
NOKYO TOURIST CORPORATION

静岡支店
（一社）
日本旅行業協会正会員

観光庁長官登録旅行業第939号

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-8-1

TEL
（

054 ）283-2711

静岡支店

TEL（054）283-2711

〒422-8006 静岡市駿河区曲金3-8-1

細島港
沼津支店

TEL（055）963-2618

〒410-8544 沼 津 市 三 芳 町 2 - 1

総合旅行業務取扱管理者：金森秀和

FAX
（

054 ）284-5917

（一社）
日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

浜松支店

TEL（053）476-1911
〒431-3122 浜松市東区有玉南町1975番地

遠州中央営業支店

瀬戸大橋

TEL（0538）36-7007

〒438-0086 磐 田 市 見 付 3 5 9 9 - 1

総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

高千穂峡

明石海峡大橋

清水港

