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JAしまね 雲南地区本部

※行程表の時間はあくまで目安です。交通機関の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。
※集合・解散地の当社指定配車場所につきましては、後日書面にてご案内致します。　　　　

本旅行は次の条件に基づきます。
●募集型企画旅行契約　この旅行は、㈱農

協観光（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。また、旅行条件は、下記による
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と称
する確定書面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。

●旅行代金には諸税・サービス料が含まれ
ております。

●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。 

●変更 輸送機関のスケジュール、気象条件、その他不可抗力
による事由又通過、料金の規定により旅行日程・旅行代金を
変更する場合があります。

●免責事項 天災地変、暴動、運送、宿泊機関が事故遅延もしく
は火災のために生ずる旅行日程の変更もしくは中止、盗難、
食中毒、伝染病、自由行動の中の事由によりお客様が損害を
受けられた場合は賠償の責任は負いません。

※旅行の日程及び旅行代金は平成29年6月1日現在を基準と
しています。

ご旅行条件（要約・国内）＊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し込みください

●取消手数料
取　消　日

旅行出発日の前日より起算してさかのぼって21日前まで
旅行出発日の前日より起算してさかのぼって20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算してさかのぼって7日～2日前まで
旅行出発日の前日
旅行出発日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

取　消　料
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％

写真は全てイメージです。

※上記ホテルは、同等クラスまたは同等クラス以上に変更になる場合があります。最終しおりにてご案内いたします。

ホテル・土佐御苑は四国観光・高知観
光の宿に最適・便利な高知県の老舗旅
館です。日本の名旅館１００選・料理部
門に連続入選中の料理・おもてなしに
てお寛ぎ下さい。

イメージイメージロビーロビーイメージ大浴場

イメージイメージ外観外観

国内旅行保険加入
のおすすめ

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、弊社係員にお問い合わせください。

※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、措置が必要と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。
　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きに関する責任者です。このご旅行に関し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。

イメージ夕食料理

第37回

広島県

岡山県
島根県

香川県

高知県

至雲南

岡山

瀬戸大橋

岡山市総合文化体育館

牧野植物園土佐御苑

桂浜

■コース表 ◎入場観光 ○下車観光 △車窓観光 食事日次

昼

夕

10/
23

月

10/
24

火

18:30～19:30

10:40～15:30

途中のSAにて自由夕食購入

ホテル（8:00）　　　　　　　　　　　〈高速道路〉　　　　　　　　　　 豊浜SA（休憩）

　◎岡山市総合文化体育館　　　　　　　　　

　〈高速道路〉　　福山SA（休憩）　　道の駅 高野（休憩）　　雲南地区各地（当社指定配車場所）

雲南地区各地（当社指定配車場所）　〈高速道路〉　道の駅 高野（休憩）　福山SA（休憩）　豊浜SA（休憩）

　　　 三翠園【昼食】　　　 ○桂浜【散策】　　　 ◎牧野植物園
　　　ホテル（泊）（16:50）

6:30～7:30

※夕食では、人気の「よさこい踊り」と
　「うげうげ踊り」等でお楽しみください。

弁

朝
秋巡業/大相撲岡山場所（お弁当付）

■旅行企画・実施

松江市千鳥町15コープビル1F
総合旅行業務取扱管理者　水田　章信

☎0852-26-2600島根支店 

■旅行に関するお申し込み・お問い合わせは■JA事業に関するお問い合せは

年金のお受け取りは近くて便利な
最寄りのJAをご指定ください

観光庁長官登録旅行業第939号

島根県農業協同組合 雲南旅行センター
島根県知事登録旅行業者代理業第17号
島根県雲南市木次町里方1088-6
総合旅行業務取扱管理者　今岡　理恵 ☎0854-42-9118

代理業 観光庁長官登録旅行業第939号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

雲南地区本部

平成29年

（税込）39,800円39,800円
※3名1室利用お一人様4,000円アップします。
　2名1室利用お一人様6,000円アップします。（ただし手配できない場合もあります。）

申込金 8,000円（旅行代金に充当）

旅行実施日

旅行代金 （大人お一人様4～5名以上1室利用）

食事条件 朝食1回、昼食2回（弁当含む）、夕食1回
利用予定バス会社 一畑バス・仁多観光・奥出雲観光・

はつみ交通 又は同等クラス

募集人員 200名様（最少催行人員100名様）

〆切日
※但し満員になり次第締め切らせていただきます。

9月22日㈮平成
29年

添乗員 同行いたします。
10月23日㈪～24日㈫

2日間・・・
ととと

1 日目

桂浜桂浜 イメージイメージ

坂本龍馬像坂本龍馬像 イメージイメージ

イメージイメージ

うげうげ踊りうげうげ踊り 三翠園での昼食三翠園での昼食
イメージイメージ

イメージイメージ

※弊社「貸切バス事業者リスト」当社ウェブサイト（http://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）をご覧頂くか、当社支店へご請求下さい。



JAしまね 雲南地区本部

※行程表の時間はあくまで目安です。交通機関の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。
※集合・解散地の当社指定配車場所につきましては、後日書面にてご案内致します。　　　　

本旅行は次の条件に基づきます。
●募集型企画旅行契約　この旅行は、㈱農

協観光（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。また、旅行条件は、下記による
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と称
する確定書面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。

●旅行代金には諸税・サービス料が含まれ
ております。

●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。 

●変更 輸送機関のスケジュール、気象条件、その他不可抗力
による事由又通過、料金の規定により旅行日程・旅行代金を
変更する場合があります。

●免責事項 天災地変、暴動、運送、宿泊機関が事故遅延もしく
は火災のために生ずる旅行日程の変更もしくは中止、盗難、
食中毒、伝染病、自由行動の中の事由によりお客様が損害を
受けられた場合は賠償の責任は負いません。

※旅行の日程及び旅行代金は平成29年6月1日現在を基準と
しています。

ご旅行条件（要約・国内）＊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し込みください

●取消手数料
取　消　日

旅行出発日の前日より起算してさかのぼって21日前まで
旅行出発日の前日より起算してさかのぼって20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算してさかのぼって7日～2日前まで
旅行出発日の前日
旅行出発日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

取　消　料
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％

写真は全てイメージです。

※上記ホテルは、同等クラスまたは同等クラス以上に変更になる場合があります。最終しおりにてご案内いたします。

ホテル・土佐御苑は四国観光・高知観
光の宿に最適・便利な高知県の老舗旅
館です。日本の名旅館１００選・料理部
門に連続入選中の料理・おもてなしに
てお寛ぎ下さい。

イメージイメージロビーロビーイメージ大浴場

イメージイメージ外観外観

国内旅行保険加入
のおすすめ

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、弊社係員にお問い合わせください。

※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、措置が必要と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。
　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きに関する責任者です。このご旅行に関し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。

イメージ夕食料理

第37回

広島県

岡山県
島根県

香川県

高知県

至雲南

岡山

瀬戸大橋

岡山市総合文化体育館

牧野植物園土佐御苑

桂浜

■コース表 ◎入場観光 ○下車観光 △車窓観光 食事日次

昼

夕

10/
23

月

10/
24

火

18:30～19:30

10:40～15:30

途中のSAにて自由夕食購入

ホテル（8:00）　　　　　　　　　　　〈高速道路〉　　　　　　　　　　 豊浜SA（休憩）

　◎岡山市総合文化体育館　　　　　　　　　

　〈高速道路〉　　福山SA（休憩）　　道の駅 高野（休憩）　　雲南地区各地（当社指定配車場所）

雲南地区各地（当社指定配車場所）　〈高速道路〉　道の駅 高野（休憩）　福山SA（休憩）　豊浜SA（休憩）

　　　 三翠園【昼食】　　　 ○桂浜【散策】　　　 ◎牧野植物園
　　　ホテル（泊）（16:50）

6:30～7:30

※夕食では、人気の「よさこい踊り」と
　「うげうげ踊り」等でお楽しみください。

弁

朝
秋巡業/大相撲岡山場所（お弁当付）

■旅行企画・実施

松江市千鳥町15コープビル1F
総合旅行業務取扱管理者　水田　章信

☎0852-26-2600島根支店 

■旅行に関するお申し込み・お問い合わせは■JA事業に関するお問い合せは

年金のお受け取りは近くて便利な
最寄りのJAをご指定ください

観光庁長官登録旅行業第939号

島根県農業協同組合 雲南旅行センター
島根県知事登録旅行業者代理業第17号
島根県雲南市木次町里方1088-6
総合旅行業務取扱管理者　今岡　理恵 ☎0854-42-9118

代理業 観光庁長官登録旅行業第939号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

雲南地区本部

平成29年

（税込）39,800円39,800円
※3名1室利用お一人様4,000円アップします。
　2名1室利用お一人様6,000円アップします。（ただし手配できない場合もあります。）

申込金 8,000円（旅行代金に充当）

旅行実施日

旅行代金 （大人お一人様4～5名以上1室利用）

食事条件 朝食1回、昼食2回（弁当含む）、夕食1回
利用予定バス会社 一畑バス・仁多観光・奥出雲観光・

はつみ交通 又は同等クラス

募集人員 200名様（最少催行人員100名様）

〆切日
※但し満員になり次第締め切らせていただきます。

9月22日㈮平成
29年

添乗員 同行いたします。
10月23日㈪～24日㈫

2日間・・・
ととと

1 日目

桂浜桂浜 イメージイメージ

坂本龍馬像坂本龍馬像 イメージイメージ

イメージイメージ

うげうげ踊りうげうげ踊り 三翠園での昼食三翠園での昼食
イメージイメージ

イメージイメージ

※弊社「貸切バス事業者リスト」当社ウェブサイト（http://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）をご覧頂くか、当社支店へご請求下さい。
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http://www.facebook.com/unnanja


