
■募集人数：  1名様より（最少催行人員１名様）

■予定航空会社：全日本空輸（ＡＮＡ）

◇利用便

　往路：（羽田→鳥取）8月18日（金)・19日(土）

     　ANA1101便・ANA297便

　復路：（鳥取→羽田）8月20日（日）・21日(月）

　　　ANA1102便

上記以外の便をご利用の場合は、下記表の追加代金がかります。 　○ご旅行代金　 ：おとなお一人様１名１室利用／朝食付き　　　　

■予定宿泊ホテル：一覧表参照

　　◇お部屋タイプ・・・シングル

　　◇食事条件・・・朝食付き

■添乗員：同行致しません

■代金に含まれないもの：

　◇  受託手荷物超過料金

　　通常の持ち込み用自転車であれば問題ないとの事ですが、

　　その他の荷物によって超過料金がかかる事があります。

　　受託手荷物は個数如何に関わらず、合計重量２３キロです。

　◇  空港からホテルまでの交通費

　　空港バスが走っていますのでご利用下さい。

■申込締切日：  平成２９年７月３１日（月）

※ご注意事項：航空座席・ホテルにつきましては、限りがございます。

　　満席等の理由によりお取できない事がございます。　　　　　　    

【取消料】

（受託販売）　旅行のお申し込み・お問い合わせ 旅行のお申し込み・お問い合わせ　旅行企画・実施

株式会社 農協観光
鳥取支店 　　　　　ボンド保証会員

観光庁長官登録旅行業第９３９号

(０８５７－２６－０６０２

鳥取市末広温泉町７２３

総合旅行業務取扱管理者：中尾　吉徳・塚田　武志

一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）正会員

鳥取市末広温泉町１６０

総合旅行業務取扱管理者：徳田　勇人

一般社団法人
鳥取市観光コンベンション協会

鳥取県知事登録旅行業第３-６７号

一般社団法人 全国旅行業協会（AＮTA）正会員

(０８５７－２６－０７５６

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に関する責任者です。この旅行に関して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ください。 ＊写真は全てイメージです。

旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行開始日の前日より起算して7日～2日前まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％

旅行開始日の当日 旅行代金の50％

取 消 日 取　消　料

旅行開始日の前日より起算して21日前まで 無　　料

旅行開始日の前日より起算して20日～8日前まで 旅行代金の20％

羽田空港発 ＡＩＲ＆ホテル 

搭乗日 293便 295便 1101便 297便 299便
8月18日 7,000円 9,000円 追加なし 追加なし 10,000円
8月19日 追加なし 9,000円 追加なし 追加なし 10,000円

292便 294便 296便 1102便 298便
8月20日 追加なし 10,000円
8月21日 6,000円 8,000円 追加なし 追加なし 1,000円
8月22日 6,000円 8,000円 追加なし 追加なし 1,000円

フライト追加代金（大人お1人様）

便名 出発 到着 便名 出発 到着

293 6:55 8:10 292 7:05 8:20

295 9:40 10:55 294 8:45 10:00
1101 13:05 14:20 296 11:40 13:00

297 16:25 17:40 1102 14:55 16:10

299 19:30 20:45 298 18:30 19:55

フライトスケジュール
往路（羽田→鳥取） 復路（鳥取→羽田）

コース名 １泊 ２泊 ３泊

ホテルモナーク鳥取 ３９，５００円 ４８，０００円 ５６，５００円

ホテルニューオ-タニ鳥取 ４０，０００円 ４８，５００円 ５７，０００円

ホテルレッシュ鳥取駅前 ３７，０００円 ４３，５００円 ５０，０００円

鳥取グリーンホテルモーリス ３７，０００円 ４３，５００円 ５０，０００円

このご旅行は、㈱農協観光が企画・募集する旅行であり当社との間で募集型企画旅行を締結していただくことになります。

その他の旅行条件は、別途お渡しする取引条件説明書面・契約書面確定書面(最終日程表）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。 この旅行条件書は平成29年度4月1日を基準としています。

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。
※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、お申込みください。



・　旅行申込最終締切日 ・　チケット類を送付します ・　各自にて搭乗等手続を済ませご出発

※取消料について・・・別紙の旅行条件書をご覧ください。

お支払い方法

　　　　　　　　　　旅　行　申　込　書国内旅行用

㈱農協観光　鳥取支店　御中 平成　29年　　　月　　　日

　旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申し込みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　下記ご記入いただきます旅行者の個人情報につきましては、旅行先での旅行者のお買い物等の便宜のため、土産物店等に提供することがあります。この場合、旅行者の氏名、住所お

よび搭乗される航空便名等に係る個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人情報の提供の禁止を希望される場合、旅

行のお申込み先あて出発までにお申出ください。このほか、旅行実施後、旅行商品や旅行サービスのご案内のために利用させていただく事があります。この利用についても、お客様のお

申し出により停止することができます。

出
発
日

平成29年

※全て消費税込み
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①

ふりがな 性

別 男　・　女
氏名

た

ば

こ

□ 吸う

□ 吸わない

生年月日 昭和･平成　　　　年(西暦　　　　　　　年） 　　月 　　日 生

　旅行代金

住所
〒□□□-□□□□

電話（　　　　  ）　　　 －                  携帯（　　　）　　　　　　-

特別な配慮
 □ 必要

 □ 不要

（「必要」とお答えになったお客様は、配慮の内容を下記営業所までお申し出ください）

※「特別な配慮」とは、介助者が必要な方や妊娠中の方、車椅子や補助

犬を使用される方等を指します。

国内緊急

連絡先

氏

名

続

柄

〒〒□□□-□□□□

電話（　　　　  ）　　　 －                  携帯（　　　）　　　　　　-

住

所

電

話

氏名
た

ば

こ

（　　　　）　　　－

特別な配慮
 □ 必要

 □ 不要

（「必要」とお答えになったお客様は、配慮の内容を下記営業所までお申し出ください）

※「特別な配慮」とは、介助者が必要な方や妊娠中の方、車椅子や補助

犬を使用される方等を指します。

ふりがな 男　・　女
□ 吸う

□ 吸わない

生年月日 昭和･平成　　　　年(西暦　　　　　　　年） 　　月 　　日 生

住所

国内緊急

連絡先

氏

名

続

柄

住

所

電

話
（　　　　）　　　－

旅行代金

※ ご出発までにお振込でお願い致します。

　　尚、振込手数料はお客様にてご負担願います。

②

性

別

備　　　　考

契約責任者氏名
契約責任者とは、グループ等で申し込まれた際の代表者のことであり、契約・

個人情報に係わる一切の件の責任者のことです。

※コピーをお客様へ控えとしてお渡しください。
旅行出発までの流れ  募集チラシに明記しています最少催行人員に満たない場合、旅行の中止か日程の変更をお願いすることがございます。その場合出発の21日前までにご連絡をいたします。

旅行業務管理者とは、お客様の旅行を取り扱う販売店での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。

7月31日（月） ⇒ 出発日より7日前頃 ⇒ 出発日当日

観光庁長官登録旅行業９３９号

株式会社農協観光　鳥取支店

総合旅行業務取扱管理者　中尾吉徳・塚田武志

電話 ０８５７-２６-０６０２

FAX  ０８５７-２６-０６５２

お客様担当者(外務員)氏名

印

泊　数 泊
第1希望

第2希望

コース名（ホテル名）

禁煙　・　喫煙　・　どちらでもよい

第1希望 便

第2希望 便

第1希望 便

第2希望 便

復路（鳥取→羽田）

８月　　　　日（　　　）

ご希望日　・　便名

往路（羽田→鳥取）

８月　　　　日（　　　）




