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Welove山陰&スペシャルウェルカニ
キャンペーン割引後

Welove山陰&スペシャルウェルカニ
キャンペーン割引後

WeLOVE山陰&スペシャル
ウェルカニキャンペーン対象商品!!
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グルメグルメグルメグルメグルメ旅旅旅旅旅旅グルメ旅グルメ旅 1111泊泊222日1泊2日1泊2日

■旅行代金（大人お一人様/1泊夕朝食＋2日目昼食付き）

■部屋タイプ：ツイン (正ベット2つ) 
トリプルの場合 (正ベット2つ+補助
ベット1つ) 禁煙部屋。 ■チェックイ
ン 14:00～／チェックアウト 12:00 
■駐車場：有（無料） ■お食事：朝
食1回（バイキング） ■子供の添寝
対応：小学生以下は添寝可能（無
料）※但し、大人１人につき子供1
名まで・添寝の方で、朝食など必要
な場合は当日受付、現金払い/子ど
も朝食代（お一人様）1,050円 
(チェックイン時の申込時)

■部屋タイプ：洋室・和室はホテルお
任せとなります (部屋指定はできませ
ん)。 禁煙部屋、又は消臭対応部屋。洋
室ツイン (正ベット2つ) 洋室トリプル 
(正ベット2つ+補助ベット1つ)。 和室
の場合は、 布団対応となります。 ■
チェックイン 15:00～／チェックアウト 
11:00 ■駐車場：有（無料） ■お食事：
朝食（バイキング）、夕食（バイキング） 
■子供の添寝対応：小学生以下は添
寝可能（無料）※但し、大人１人につ
き子供1名まで・添寝の方で、朝食な
ど必要な場合は当日受付、現金払い/
子ども夕食代（お一人様）3,630円・朝
食代（お一人様）1,815円 

■部屋タイプ：シングルタイプの
み。 禁煙部屋。 ■チェックイン 
14:00～／チェックアウト 10:00 ■
駐車場：有（870円） ■お食事：朝
食1回（セットメニュー） ■子供の
添寝対応：小学生以下は添寝可能
（無料）※但し、大人１人につき子
供1名まで・添寝の方で、朝食など
必要な場合は当日受付、現金払い
（お子様朝食600円）

■除外日　なし ■除外日　8/4、11～16、18・25の昼食■除外日　8/11～15の昼食

鳥取・島根・兵庫・岡山・山口・香川・
徳島・愛媛・高知県民対象

※2日目昼食は、9月1日（木）まで。 ※設定除外日あり。※2日目昼食は、9月1日（木）まで。 ※設定除外日あり。

ワクチン3回目接種（鳥取県民は2回）対象ワクチン3回目接種（鳥取県民は2回）対象

（昼食予約時間は12:00～となります）（昼食予約時間は12:00～となります）

（山口県民 8/13～8/16を除く）（山口県民 8/13～8/16を除く）

出発日

旅行代金

お支払実額

令和4年令和4年

8月1日 ～8月31日8月1日 ～8月31日

8,5008,500円～22,900円

月 水

大人お1人様／1名様～3名様1室利用／１泊２食～３食の場合大人お1人様／1名様～3名様1室利用／１泊２食～３食の場合

大人お1人様／1名様～3名様1室利用／１泊２食～３食の場合大人お1人様／1名様～3名様1室利用／１泊２食～３食の場合

※旅行代金は、宿泊ホテル１カ所（STEP1）と２日目昼食１カ所（STEP2）を合わせた料金となります。
※この旅行は、2名様以上でお申込み下さい。
※旅行代金は、宿泊ホテル１カ所（STEP1）と２日目昼食１カ所（STEP2）を合わせた料金となります。
※この旅行は、2名様以上でお申込み下さい。

　　　　　　　◆申込金：お支払実額の全額 ◆募集人員：各出発日20名様（最少催行人員：各出
発日2名様） ◆締切日：各出発日の1週間前（但し、満室になり次第締め切らせて頂きます） ◆添乗
員：同行いたしません ◆食事条件：ニューオータニ鳥取・米子ワシントンホテルの宿泊プラン（朝食1
回、昼食1回、夕食0回）・ロイヤルホテル大山宿泊プラン（朝食1回、昼食１回、夕食１回） ◆中学生以
上は、大人同額・同条件。小学生以下(幼児含む）は、大人同額・同条件、又は添寝（無料・食事無し）を
お選びください。◆添寝は、大人一人につき、１名様までとなります。 ◆添寝の際も必ず、WEB申込入
力をお願い致します。（ホテル入室確認のため） ◆添寝無料をご利用の場合、食事（ホテル食事・２日
目昼食）は付きません。当日、現地にてご注文・お支払いをお願い致します。（当日のご注文は、メ
ニューが限られている場合や食事提供にお時間を頂く場合があります）

◆グループ内で同じホテル、同じ昼食施設の申込となります。 ◆WEB申込後、メール又はFAXにて
ワクチン接種証明書の提出をお願い致します。詳しくは、裏面の【旅行参加条件】をご確認下さい。 ◆
予約の取消・人員変更はコールセンターまで電話をお願い致します。詳しくは、裏面の【ご旅行代金
について】をご確認下さい。 ◆お客様の都合による予約取消の場合、割引前の旅行代金を基準に取
消料を申し受けます。

家族4名（大人2名・小学生2名）でお申込の場合、小学生2名を添寝（無料）にすると
大人2名旅行代金で家族4名が宿泊できます。（但し、小学生の食事は付きません）

JR米子駅の正面に位置するビジネスホテル あたたかな空気の流れる「人にやさしいホテル」

子供（小学生以下）が
添寝（無料）だとさらにお得!!
但し大人1人につき子供1名
まで、食事等は付きません
但し大人1人につき子供1名
まで、食事等は付きません

こだわりの温泉や非日常を味わえるリゾートホテル

STEP2

大漁づくし御膳 鳥取和牛と海鮮三昧御膳 名物かにトロ丼と海鮮御膳

砂丘センター 御食事処 弓ヶ浜砂丘会館

海の幸5種の海鮮焼き（カキ・ホタテ・サザエ・ハ
タハタ・エビ）せいろ蒸し3段重ね（・大山ハーブ
鶏チキンステーキ・かにの練り物5種・そば） お
刺身3種盛り（・甘えび・サーモン・さわら） 揚げ
物（かに爪フライ・かにコロッケ）  3食丼（うに・
いくら・かに） 小鉢（長いもとろろ） お味噌汁

-お品書き- -お品書き--お品書き-

名物かにトロ丼・かに足と野菜の天麩羅盛り・か
にトロしゅうまい・かに味噌・茶碗蒸し・割子そ
ば・刺身盛り・するめ糀漬・香物・かに汁

桶盛り刺身5種（旬の魚、境港サーモン、アワビ、
甘エビ、イカ）・鳥取和牛のすき焼き・海鮮陶板
焼き・ハタハタ唐揚げ・茶碗蒸し・境港サーモン
の釡飯（イクラ添え）・吸物・らっきょう
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8月 宿泊日カレンダー
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8月 宿泊日カレンダー

※ツイン・トリプルの設定はありません。※2名以上でグループで
ご利用の場合、御隣同士のお部屋をご準備いたします。

■旅行代金（大人お一人様/1泊朝食＋2日目昼食付き）

旅行代金 キャンペーン
割引 お支払い実額 鳥取プレミアム

クーポン付与額

A シングル 13,500円 5,000円 2,000円8,500円

B シングル 15,900円 5,000円 2,000円10,900円

■旅行代金（大人お一人様/1泊朝食＋2日目昼食付き）

ツイン

旅行代金 キャンペーン
割引 お支払い実額 鳥取プレミアム

クーポン付与額

A

B

C

トリプル
ツイン

13,900円

15,900円

5,000円

5,000円

2,000円

2,000円

8,900円

10,900円

トリプル
ツイン

14,900円

17,900円

5,000円

5,000円

2,000円

2,000円

9,900円

12,900円

トリプル 15,900円 5,000円 2,000円10,900円

19,900円 5,000円 2,000円14,900円

旅行代金 キャンペーン
割引 お支払い実額 鳥取プレミアム

クーポン付与額

A

B

C

D

トリプル
ツイン

17,900円

19,900円

5,000円

5,000円

2,000円

2,000円

12,900円

14,900円

トリプル
ツイン

20,900円

22,900円

5,000円

5,000円

2,000円

2,000円

15,900円

17,900円

トリプル
ツイン

23,900円

24,900円

5,000円

5,000円

2,000円

2,000円

18,900円

19,900円

トリプル
ツイン

25,900円

27,900円

5,000円

5,000円

2,000円

2,000円

20,900円

22,900円

うまいもんうまいもんうまいもんうまいもん
鳥取県内をお得に宿泊!

例えば・・・

STEP1

22222日日目目昼食昼食昼食昼食昼食昼食昼食昼食昼食昼食昼食ををををを1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!1つお選びください!!2日目昼食を1つお選びください!!2日目昼食を1つお選びください!!

ホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルをををををををををお選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!お選びください!!ホテルをお選びください!!ホテルをお選びください!!ホテルをお選びください!!

2日目昼食を1つお選びください!!

客室の一例（イメージ）客室の一例（イメージ）
客室の一例（イメージ）客室の一例（イメージ）

客室の一例（イメージ）客室の一例（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

朝食の一例/洋食（イメージ）朝食の一例/洋食（イメージ）

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

■除外日　8/3・4、10～21、24・26・31の昼食
大漁ちらし寿司膳

境港さかなセンター

海鮮ちらし寿司・煮魚・岩ガキ酒蒸し・豚肉の陶
板焼き・炊き合わせ・もずく酢・茶碗蒸し・味噌
汁・コーヒー

-お品書き-

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

朝食の一例（イメージ）朝食の一例（イメージ） 夕食の一例（イメージ）夕食の一例（イメージ）

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

朝食の一例/和食（イメージ）朝食の一例/和食（イメージ）

申込のご案内
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鳥鳥鳥
マイカー

鳥鳥鳥鳥
マイカー

鳥
マイカーで行く!で行く!マイカーで行く!マイカーで行く!

うまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもんうまいもん
昼食グルメを満喫!!

13,500円～27,900円13,500円～27,900円

米子ワシントンホテルプラザ ホテルニューオータニ鳥取 ロイヤルホテル大山1泊2食付
プラン
朝食＋
2日目昼食

1泊2食付
プラン
朝食＋
2日目昼食

1泊3食付
プラン

夕食＋朝食＋
2日目昼食

家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!家族でお得!



この旅行は（株）農協観光（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・
募集する旅行であり、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、確定
書面（最終旅行日程表）、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。

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航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃、旅行日程に含まれる送迎バス
等の料金。旅行日程に明示した観光の料金（バス料金）、宿泊の料金・税・サービス料、食事の
料金・税・サービス料。手荷物の運搬料金、団体行動中の心付、添乗員付コースの添乗員の同
行費用。なお、これらの諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払戻はいたし
ません。

旅行条件（要約）
本旅行は次の条件に基づきます。

旅行条件の基準：この旅行条件は令和4年7月15日現在の運賃料金を基準としています。

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、上記の申込金をお支払い下さ
い。お申込金は旅行代金又お支払い込みの際差し引かせていただきます。
お電話等でお申込みの場合は、お申込み翌日から起算して3日以内に申込書を提出していた
だきます。旅行契約は当社が予約を承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するも
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11日目に当たる日ま
でにお支払い下さい。

ご旅行の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

お客様の状況によって、当初の手配内容に含まれていない特别な配慮、措置が必要となる可
能性のある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。
取消料
契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日ま
でにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人さまにつき次の料
率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さ
まが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいただくほ

か、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1台・1室あたりの）ご利用人数の変更に対す
る差額代金を申し受ける場合があります。宿泊のみの場合は、下記の取消料となります。

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「旅行取引条件書面」の「3.お申し込み条件」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。

特別な配慮が
必要な方は

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、弊社社員にお問い合わせください。

国内旅行総合
保険について

区 分
⑴次項以外の募集型企画旅行契約

無　　　　　　料①21日前までに解除の場合
②20日目（日帰り旅行にあっては10日目）にあたる日
　以降に解除する場合（③～⑥に掲げる場合を除く）
③７日目にあたる日以降に解除する場合（④～⑥に掲げる場合を除く）

④旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の　50%

旅行代金の　40%
旅行代金の　30%

旅行代金の　20%

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

⑤旅行開始日当日に解除する場合（⑥に掲げる場合を除く）

旅行代金の 100%

取消料（お一人様）

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申込み下さい。

※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に関する責任者です。このご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下さい。

観光庁長官登録旅行業第939号

山陰支店 鳥取エリアセンター

■営業時間／平日 9:00～17:30（土・日・祝日休み）　総合旅行業務取扱管理者／竹田 勇

上記の２次元バーコードを読み取っていただきますとWeb予約ページに入
ります。ご予約後の流れは上記「ご予約からご宿泊まで」をご確認ください。

お電話でのご予約は受付しておりません。
旅行キャンセルの場合のみコールセンター
へ電話連絡ください。 Tel.086-201-1665

ご予約専用
2次元
バーコード▶

24時間いつでも
ご予約できます

旅行
お問合せ

旅行企画・
実施

㈱農協観光Ｎツアーコールセンタークレジット
カード払い

旅行お申込み

〒680-0834 鳥取市永楽温泉町214 鳥取県JA会館別館1階
総合旅行業務取扱管理者／中尾𠮷徳

消毒の徹底 マスク着用
食事会場のソー
シャルディスタン
スでの席配置

宿泊日当日に37.5℃以上の
お客様は、ご宿泊をご遠慮いた
だく場合があります。

宿泊先のお部屋や、お食事会
場は、事前に換気と消毒をし
ております。

この企画は、弊社及び運輸・宿泊・観光・食事施設が取り組みをしています『新型コロナウィルス感染症拡大防止の対応ガイドライン』に従い、お客様・関係者の皆様
の安全を第一に考えツアーを実施いたします。皆様のご協力をお願い致します。

新型コロナウィルスワクチン３回接種者（鳥取県民は2回）又はＰＣＲ検査・抗原定性検査陰性証明書のご提示が必要となります。検査キット代は、お客様にてご負担ください。詳しくは下記参加条件欄をご確認ください。

下記の2次元バーコードを
読み取って農協観光
山陰地区ホームページより
「鳥取うまいもんグルメ旅
1泊2日専用ページ」を
ご参照ください。

ご予約完了後、ワクチン接種証明書をEmailアドレス
（callcenter@ntour.co.jp）までメールにて送付お願
いします。PCR・抗原定性検査の陰性証明書について
は、宿泊日当日に宿泊施設へご提示ください。ご利用
日5日～３日前までにご登録いただきました、Emailア
ドレスへ宿泊確認書をメール送信いたします。

ご宿泊日当日、
宿泊確認書を
フロント・昼食
施設へご提示
ください。

Ｗｅｂ予約ページよりご予約ください。旅行代金の
お支払いはクレジットカードのみとなります。スペ
シャルウェルカニ&#WeLove山陰割引額を差し
引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。
お電話でのご予約は受付しておりません。

ご予約からご宿泊まで（お申込み方法）

1 2 3 4

旅行参加条件／【①ご案内】※当プランは「スペシャルウェルカニ&#WeLove山陰」の適用商品となります。※当プランは「スペシャルウェルカニ&#WeLove山陰」の適用商品となり、コロナ感染者の状況により予告なく、停止・再開される場合がござ
います。また補助金額が上限に達した場合は販売中止になります。※「スペシャルウェルカニ&#WeLove山陰」キャンペーンのアンケート、健康チェック表をホテルチェックインの際にご記入をお願い致します。【②参加条件について】◆このツアー
は、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、『ワクチン接種3回（鳥取県民は2回）』または『PDR検査などで陰性』を参加条件とさせていただきます。【当参加条件について／重要】☆ワクチン接種済みの方は、お申し込み後1週間以内にメールま
たはFAXにて接種証明書の提出をお願い致します。メールアドレス＞callcenter@ntour.co.jp　FAX番号＞086-232-0787☆ワクチン未接種の方は、PCR検査を受検頂きます。その場合、検査種類により、ご予約日を遡り1日～3日前の検体が適用条
件となります。検査結果後、陽性となった場合は、コールセンターまでご一報をお願い致します。陰性結果の場合は連絡は不要です。また、ホテルチェックイン時にホテルフロントにて陰性証明をご提示頂きますので予めご了承ください。電話番号＞
086-201-1665（営業時間：平日9:00～17:30／土・日・祝日は休業日となります。）尚、いずれの書類も提出頂けない、快諾頂けない場合、当ツアーにはご参加いただけません。その場合は所定の取消料を申し受けますので、予めご了承ください。

【ご旅行代金について】この商品は「スペシャルウェルカニ&#WeLove山陰」 を適用した旅行割引プランです。 ご案内の代金は「スペシャルウェルカニ & WeLove山陰」 助成額を減額し、代金を当社にお支払いいただきます。 記載の代金は「スペ
シャルウェルカニ & #WeLove山陰」 5,000円を減額したお支払代金となります。 詳しくは 「専用ちらし表面」をご確認ください。【プレミアムクーポンについて】①鳥取県プレミアムクーポンはおひとり様あたり2,000円分お渡しいたします。②当クー
ポンは宿泊ホテルにてチェックイン時にお渡しいたします。③当クーポンは県内登録施設のみでご利用いただけます。④当クーポンを紛失した場合は再発行出来ません。【お支払いについて】WEB予約はクレジットカード決済のみの対応となり
ます。【変更・お取消について】Webで変更（人員変更・申込者変更）・お取消は出来ません。お手数お掛け致しますが電話にてNツアーコールセンター（082-201-1665）までお願い申し上げます。【取消料について】※お客様都合により取消料発生し
た場合、 ご宿泊日の前日から起算して20日前より取消料が発生いたします。※詳細につきましては「旅行条件書｣｢専用ちらし」に明記の取消料をご確認ください。※営業時間外でのご連絡は、翌営業日の受付とさせて頂きますので、ご了承くださ
い。※取消料は「スペシャルウェルカニ&#WeLove山陰」割引前の代金を基準に申し受けます。※補助金減額前の代金は表面の「旅行代金表」にてご確認ください。

ご自宅＝〈ご移動はお客様負担となります〉＝ご宿泊ホテル

スケジュール

①

②

食事／朝：×　昼：×　夕：×（ロイヤルホテル大山のみ 夕：〇）

ご宿泊ホテル＝〈ご移動はお客様負担となります〉＝
鳥取県内昼食施設（県内4施設より1施設をお選びいただきます。）
＝ご自宅 食事／朝：○　昼：○　夕：×

ご宿泊
ホテル ホテルニューオータニ鳥取 〒680-0822鳥取県鳥取市今町2-153

☎ 0857-23-1111

米子ワシントンホテルプラザ

鳥取県マップ

〒683-0053 鳥取県米子市明治町125
☎ 0859-31-9111

ロイヤルホテル大山 〒689-4108 鳥取県西伯郡伯耆町丸山1647-13
☎ 0859-68-2333

ご昼食
施設

砂丘センター 〒689-0105 鳥取県鳥取市福部町湯山2083
☎ 0857-22-2111

境港さかなセンター

御食事処 弓ヶ浜

〒684-0046 鳥取県境港市竹内団地259-2
☎ 0859-45-1111

〒684-0046 鳥取県境港市竹内団地209
☎ 0859-45-4411

砂丘会館 〒689-0105 鳥取県鳥取市福部町湯山2164
☎ 0857-22-6835

鳥取の観光地
検索はこちら!
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