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倉吉

※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。

■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

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・人員変更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
㈱農協観光Ｎツアーコールセンター

JA鳥取中央旅行センター

TEL 0858-23-3054
倉吉市越殿町1409番地　FAX 0858-47-3210

総合旅行業務取扱管理者／三島克利
■営業時間／平日 8:45～17:05　■土・日・祝・年末年始は休み

観光庁長官登録旅行業第939号

鳥取県知事登録旅行業者代理業10号

株式会社 農協観光代理業

旅行企画・実施旅行お問い合せ・お申し込みは 旅行お問い合せ

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
〒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／中尾吉徳

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観光の料金（入場料）、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。

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。

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5年2月8日現在の料金を基準としています。

旅行条件（要約）※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申し込み下さい。
区 分

⑴次項以外の募集型企画旅行契約
無　　　　　　料①11日前までに解除の場合

②10～8日目まで以降に解除する場合

③7～2日目まで以降に解除する場合

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

旅行参加条件／【①ご案内】※当プランは「倉吉トク旅キャンペーン」の適用商品となります。旅行代金との差額は倉吉市より観光キャンペーン支援金として旅行会社に支払われます。コロナ
感染症の状況により予告なく、停止する場合がございます。【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』または『PCR検査などで陰
性』を参加条件とさせていただきます。【お子様へのご案内】12歳未満の方で「ワクチンを3回接種済又は検査結果が陰性である同居する親等の監護者が同伴する場合は、検査証明提出は不
要です。【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検査等を受検頂きます。その場合、検査種類により、出発日を含む3日～前日の検体が適
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。　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。

※1／北栄ドリーム農業は午前・午後のどちらか１回の利用となります。（ただし、月曜・金曜は午後のみの受付となり
　　 ます。午前中の受付はありません。）※白壁倶楽部・北栄ドリーム農場は受付時間内に現地までお越しください。
※2／なしっこ館・米澤たいやき店は、旅行当日の営業時間内にご利用ください。
■なしっこ館／第1・3・5月曜定休日／営業時間9：00～17：00（最終入館16：40まで）
■米澤たいやき店／毎週火曜日定休日／営業時間10：00～17：00

①参加条件の中に各所で手指消毒、マスク着用の協力を案内します。
②出発時の検温で37.５以上の方には参加をご遠慮いただく場合があります。

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。

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

特別な配慮が必要な方は

LINEの「友だち追加」から
「ID検索」または「QRコード」で
登録してください。
LINE@×

@oux8478k
中四国発着の旅行情報は『Nツアー中四国』
のLINEをチェック!

右記の2次元バーコードを読み取ってWEB予約ページにログイン、倉吉トク旅キャンペーン「ステーキラン
チと紅ほっぺいちご狩り日帰り」をご参照ください。

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。倉吉トクトク
キャンペーン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（又は
FAX.086-232-0787）にて送付お願いします。ご登録頂きましたお客様のEmailアドレスへ、ご利用日
の5日～3日前までに予約確認書をメール送信致します。

右記の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。ご予約の流れ
は下記「ご予約からご出発まで」
をご確認ください。

旅行お申込みは
まずはこちらから!!

24時間いつでもご予約可能クレジットカード払い

ご出発当日、健康状態が良好なことを確認の上、予約確認書をご持参頂き各施設へ直接お越しください。

ご
予
約
か
ら
ご
出
発
ま
で
（
お
申
込
み
方
法
）

◎入場観光、○下車観光

ご自宅等 （マイカー等）

ご自宅等

◎なしっこ館 ・ ○米澤たいやき店

白壁俱楽部（受付時間 11:30～11:50）

◎北栄ドリーム農場（受付時間 14:00～14:30）
（または午前受付時間10：00～10：30） 朝× 昼○ 夕×

白いたいやき1枚プレゼントキッチンギャラリーで梨の三品種食べくらべ

いちご狩り30分食べ放題

ステーキランチのご昼食（デザート・コーヒー付）

コース表

1

旅行代金
大人

お支払実額／大人（お一人様あたり）お支払実額／大人（お一人様あたり）
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2,990円 2,990円
2,400円 1,200円 1,200円
2,000円 1,000円 1,000円

子供（小学生）

幼児（4歳以上の未就学児）
【大人】はステーキランチ、【子供】と【幼児】のお食事はお子様ランチとなります。
乳児（3歳以下）の参加は無料ですが、昼食・たい焼きはありません。（「いちご狩り」・「なしっこ館」の
みご利用いただけます。）
【旅行条件】 ■食事条件／朝食０回、昼食１回、夕食０回　■マイカーなど各自で移動
■添乗員は同行無し（各施設にて受付）　■最少催行人員／各出発日2名
■2名様以上でお申込みください。（お子様だけでの参加は不可）
■申込締切日／出発日の1週間前　■申込金／お支払い実額の全額

倉吉トク旅キャンペーン お客様お支払い実額

（お一人様あたり）（お一人様あたり）
（税込）（税込）

（税込）（税込）

（税込）（税込）（税込）（税込）

お支払実額／子供お支払実額／子供

お支払実額／大人（お一人様あたり）

お支払実額／子供
（お一人様あたり）（お一人様あたり）

（小学生）（小学生） （小学生・お一人様あたり）（小学生・お一人様あたり）

※子供の食事がステーキランチをご希望の場合は大人と同料金となります。
※乳児（３才以下）の方で食事がお子様ランチ希望の場合は幼児と同料金となります。
※子供の食事がステーキランチをご希望の場合は大人と同料金となります。
※乳児（３才以下）の方で食事がお子様ランチ希望の場合は幼児と同料金となります。

来来来来来 見見見見 ンンンンンンンン来て！見て！倉吉トク旅キャンペ
ーン来て！見て！倉吉トク旅キャンペ
ーン

コロナ感染
拡大防止対策

旅行代金／大人旅行代金／大人

旅行代金／子供旅行代金／子供

来来来来来来来来来来来来来来来

遊
日帰り

ご予約専用2次元バーコード▼

倉吉
観光プラン
倉吉ステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチ 観光プラン観光プランステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチ

※2 ※2

※1

●ご旅行の申込みと旅行代金のお支払いについて／Web予約ページよりご予約のうえ、クレジットカードで旅行代金をお支払いください。

サーロインステーキ、パンorライス、
コーヒー、イチゴとバニラアイス

大人
ランチお客様お支払い実額

大人気!
金型で一匹一匹焼く
昔ながらのたいやき 日本で唯一の梨が

テーマの博物館!

ハンバーグ・エビフライ、グラタン、
チキンライス、デザート、ジュース付き

お子様
ランチ

米澤たいやき店

白壁俱楽部

白壁俱楽部

鳥取二十世紀梨
記念館なしっこ館

令和5年出発日
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※当プランは「倉吉トク旅キャンペーン」の適用商品となります。旅行代金との差額は倉吉市より観光キャンペーン支援金として旅行会社に支払われます。コロナ 中四国発着の旅行情報は『Nツアー中四国』

24時間いつでもご予約可能クレジットカード払い

令和5年2月13日（月）
10時から予約受付開始!!


