
◎入場観光、○下車観光、△車窓観光 食事■コース表

7月9日日

◎入場観光、○下車観光、△車窓観光■コース表

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。
※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。

★夕食は仙台名物「牛タン」をご賞味！

★昼食は自由食となります。

食事

出雲縁結び空港（10:30）ーーー 仙台国際空港（11:55）‖‖‖‖‖
‖‖‖‖　　　 ◎中尊寺金色堂 ‖‖‖‖‖　　　　　　  ◎毛越寺 ‖‖‖‖‖‖
‖‖‖‖ 花巻温泉郷・新鉛温泉（泊）（17：30）

ホテル（8:00）‖◎宮沢賢治記念館‖○あさ開【酒造見学】‖

‖盛岡市内【昼食】‖　　　　  松島【◎瑞巌寺・○五大堂】‖
‖仙台市内（泊）（17：30）

ホテル（8：30）‖○仙台青葉城址【伊達政宗の騎馬像】‖　　 ○大崎八幡宮‖ 
‖仙台国際空港（12:25）ーー 出雲縁結び空港（14:00）
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3 FDA703

昼食弁当

名物「わんこそばの昼食」

FDA702

日本三景

夕

弁

朝

コース番号NS160

コース番号NS162

コース番号NS164

コース番号NS161

出雲 名古屋出雲縁結び空港発着 で行く

利用バス会社 名阪近鉄バス又は同等クラス

添 乗 員 出雲縁結び空港より同行し
旅程管理業務を行います。
FDA（フジドリームエアラインズ)利用航空会社

※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。

6月27火日1
班

2
班

旅行代金 大人お1人様・2名様1室利用・出雲縁結び空港起点（税込）

旅行出発日
令和5年

※1人部屋利用ご希望の場合、
　14,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

※1人部屋利用ご希望の場合、
　14,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

黒部ダム黒部ダム イメージイメージ

立山黒部アルペンルート立山黒部アルペンルート イメージイメージ

夏の

申 込 金 20,000円20,000円
（旅行代金に充当します。）

食事条件 朝食2回・昼食3回・夕食2回

募集人員 各班24名様
（最少催行人員各班18名様）

各出発日の25日前申込締切日
（ただし、満席になり次第締め切らせていただきます。）

と 古い
町並み

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。
※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。

昼

朝

夕

昼

朝

昼

夕
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3

出雲縁結び空港（9:15） ーーーーー 名古屋空港（10:15） ‖‖‖‖‖
 ‖‖‖ 恵那【昼食】 ‖‖‖ ○馬篭宿【旧中山道宿場町散策】 ‖‖‖
 ‖‖‖ 大町温泉（泊）（17:50）

ホテル（8:00）‖‖‖‖‖‖‖‖　 　　　○白川郷【散策】‖‖‖‖‖‖‖‖
‖‖‖‖‖‖‖‖ ○飛騨高山【古い町並み散策＆昼食】‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

 ‖‖‖ 名古屋空港（16:50） ーーーー 出雲縁結び空港（17:50）

ホテル（8:00）  ‖ 扇沢 ‖(トロリーバス)‖ 黒部ダム・・・　・・・・黒部湖 ++ 
++++ (ケーブルカー)+++ 黒部平 ―― (ロープウェイ)―― 大観峰 ‖‖‖‖‖ 
‖‖ 室堂【昼食】・・・・・　散策・・・・・室堂 ‖‖‖‖‖(高原バス)‖‖‖‖‖ 美女平 ++
++(ケーブルカー)++ 立山駅 ‖‖ 富山市内（泊）（17:00）

　FDA417

　徒歩

宿泊は2泊とも2名様より1部屋ご用意

宿泊は2泊とも2名様より1部屋ご用意

宿泊は2泊とも2名様より1部屋ご用意

（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。）

客室 イメージ

外観 イメージ

2泊目 ANAクラウンプラザホテル富山ANAクラウンプラザホテル富山ANAクラウンプラザホテル富山ANAクラウンプラザホテル富山富山市内1泊目 立山プリンスホテル新館立山プリンスホテル新館大町温泉
客室 イメージ

ロビー

外観

イメージ露天風呂 イメージ

イメージ

出雲 名古屋出雲縁結び空港発着 で行く

申 込 金 20,000円20,000円
（旅行代金に充当します。）

食事条件 朝食2回・昼食3回・夕食2回

募集人員 各班24名様
（最少催行人員各班18名様）

各出発日の25日前申込締切日
利用バス会社 名阪近鉄バス又は同等クラス

添 乗 員 出雲縁結び空港より同行し
旅程管理業務を行います。
FDA（フジドリームエアラインズ)利用航空会社

※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。

旅行代金 大人お1人様・2名様1室利用・出雲縁結び空港起点（税込）

旅行出発日

※1人部屋利用ご希望の場合、
　24,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

※1人部屋利用ご希望の場合、
　24,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

イメージイメージ善光寺善光寺

イメージイメージ上高地上高地

（ただし、満席になり次第締め切らせていただきます。）

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。
※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。

◎入場観光、○下車観光、△車窓観光 食事

ホテル（8:00）‖‖‖◎善光寺‖‖‖ ○大王わさび農場‖‖‖
‖安曇野【昼食】‖‖○上高地【河童橋など散策】‖‖‖ 
‖新平湯温泉（泊）（17:00）

ホテル（8:00） ‖‖‖‖‖○飛騨高山【街並み散策】‖‖‖‖
‖‖‖‖‖○郡上八幡【昼食＆街並み散策】‖‖‖‖‖‖

‖名古屋空港（16:50）ーーーーー 出雲縁結び空港（17:50）
FDA417

FDA412
出雲縁結び空港（9:15）ーー 名古屋空港（10:15） ‖‖‖‖
‖‖飯田【昼食】‖‖‖ ○諏訪大社（下社）‖‖　　 ◎松本城 ‖‖
‖‖美ヶ原温泉（泊）（17:20）

■コース表

昼

朝

夕

昼

朝

昼

夕
1

2

3

宿泊は2泊とも2名様より1部屋ご用意

（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。）

客室 イメージ

外観 イメージ

1泊目 ホテル翔峰ホテル翔峰ホテル翔峰ホテル翔峰美ヶ原温泉 2泊目 奥飛騨ガーデンホテル焼岳奥飛騨ガーデンホテル焼岳奥飛騨ガーデンホテル焼岳奥飛騨ガーデンホテル焼岳新平湯温泉
ロビー イメージ

大浴場

外観

イメージ 露天風呂 イメージ

イメージ

日本三景と

行ってみたかった東北へ
出雲 仙台出雲縁結び空港発着 で行く

利用バス会社 日本三景交通又は同等クラス

添 乗 員 出雲縁結び空港より同行し
旅程管理業務を行います。
FDA（フジドリームエアラインズ)利用航空会社

※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。

旅行代金 大人お1人様・2名様1室利用・出雲縁結び空港起点（税込）

※1人部屋利用ご希望の場合、
　18,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

※1人部屋利用ご希望の場合、
　18,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

申 込 金 20,000円20,000円
（旅行代金に充当します。）

食事条件 朝食2回・昼食2回・夕食2回

募集人員 各班24名様
（最少催行人員各班18名様）

各出発日の25日前申込締切日
（ただし、満席になり次第締め切らせていただきます。）

出雲 伊丹 鹿児島出雲縁結び空港発着

申 込 金 30,000円30,000円
（旅行代金に充当します。）

食事条件 朝食2回・昼食3回・夕食2回

募集人員 25名様
（最少催行人員20名様）

出発日の25日前申込締切日

旅行代金 大人お1人様・2名様1室利用・出雲縁結び空港起点（税込）

※1人部屋利用ご希望の場合、
　24,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

※1人部屋利用ご希望の場合、
　24,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

（ただし、満席になり次第締め切らせていただきます。）

利用バス会社 鹿児島交通観光バス・屋久島交通
又は同等クラス

添 乗 員 出雲縁結び空港より同行し
旅程管理業務を行います。

（日本航空)JAL（日本航空)利用航空会社

※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。

※2日目朝、ホテル～指宿港まではホテル
　送迎バスを利用いたします。
※2日目朝、ホテル～指宿港まではホテル
　送迎バスを利用いたします。

★プロが選ぶ日本のホテル・旅館１００選にランクイン！

中尊寺金色堂中尊寺金色堂イメージイメージ

　FDA412

7月11火日6月29木日1
班

2
班令和5年

と･信州みどころ

夏の

（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。）

客室

玄関

イメージ

外観イメージ イメージ

１日目 結びの宿 愛隣館結びの宿 愛隣館花巻温泉郷・新鉛温泉 2日目 ホテルモントレ仙台ホテルモントレ仙台仙台市内

客室 イメージ

露天風呂 外観イメージ イメージ

◎入場観光、○下車観光、△車窓観光■コース表

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。
※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。

食事

出雲縁結び空港（8:30）ーーー 伊丹空港ーーー鹿児島空港（11:55）‖‖‖ 
‖バレルバレープラハ＆GEN【昼食】‖◎知覧特攻平和会館‖薩摩富士△開聞岳‖
‖ ○長崎鼻‖ 指宿温泉（泊）（17:20）
ホテル（8:00）‖指宿港（8:30）～～〈高速船〉～～屋久島（宮之浦港）（9:45）‖
‖◎志戸子ガジュマル園‖安房・杉匠【昼食】‖◎屋久杉自然館‖

‖○紀元杉‖◎ヤクスギランド‖屋久島（泊）（17:00）

ホテル（8:30）‖‖‖○千尋の滝‖‖‖宮之浦港（10:45）～～～～～～
～～～～〈高速船〉～～～～～鹿児島港（12:35）‖鹿児島空港（14:35）ー
ーーー伊丹空港ーーー 出雲縁結び空港（19:00）
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JAL2342

JAL2410 JAL2357

JAL2407

夕

昼

（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。）

客室

大浴場

イメージ

外観イメージ イメージ

１日目 2日目 屋久島いわさきホテル屋久島いわさきホテル屋久島指宿白水館指宿白水館指宿温泉

ロビー イメージ

大浴場 外観イメージ イメージ

～東北の見どころを巡ります～

日本三景 松島日本三景 松島 イメージイメージ

◎入場観光、○下車観光、△車窓観光■コース表

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。
※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。

食事

出雲縁結び空港（9:15）ーーー 名古屋空港（10:15）‖岡崎市内【昼食】‖
‖◎どうする家康 岡崎 大河ドラマ館 ‖‖‖‖ ○八丁味噌の郷‖‖
‖○豊川稲荷【参拝】‖ 浜名湖かんざんじ温泉（泊）（17:00）

ホテル（8:30）‖◎龍潭寺【井伊直虎ゆかりの寺】‖ ◎どうする家康 浜松 大河ドラマ館‖

‖浜松市内【昼食】‖◎日本平ロープウェイ【久能山東照宮参拝】‖
‖△三保の松原‖下部温泉（泊）（17:30）

ホテル（8:00）‖○本栖湖【富士五湖の一つ】‖○富士山本宮浅間大社【参拝】‖
‖◎富士山世界遺産センター‖焼津さかなセンター【昼食】‖
‖名古屋空港（16:50）ーーー 出雲縁結び空港（17:50）

昼

朝

夕

1

2

3
FDA417便

FDA412便

夕

昼

コース番号NS163宿泊は2泊とも2名様より1部屋ご用意

どうする家康 　 大河ドラマ館
出雲 名古屋出雲縁結び空港発着 で行く

利用バス会社 名阪近鉄バス又は同等クラス

添 乗 員 出雲縁結び空港より同行し
旅程管理業務を行います。
FDA（フジドリームエアラインズ)利用航空会社

※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。

旅行代金 大人お1人様・2名様1室利用・出雲縁結び空港起点（税込）

※1人部屋利用ご希望の場合、
　16,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

※1人部屋利用ご希望の場合、
　16,000円増し。
　（但し手配できない場合がございます。）

申 込 金 20,000円20,000円
（旅行代金に充当します。）

食事条件 朝食2回・昼食3回・夕食2回

募集人員 24名様（最少催行人員18名様）

出発日の25日前申込締切日
（ただし、満席になり次第締め切らせていただきます。）

日本平
ロープウェイ
日本平
ロープウェイ
イメージイメージ

三保の松原三保の松原 イメージイメージ

（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。）

客室

露天風呂

イメージ

外観イメージ イメージ

１日目 ホテルウェルシーズン浜名湖ホテルウェルシーズン浜名湖浜名湖かんざんじ温泉 2日目 下部ホテル下部ホテル下部温泉

客室 イメージ

露天風呂 外観イメージ イメージ

6月11日日～13火
日

旅行実施日 令和5年

どうする家康 岡崎
大河ドラマ館
どうする家康 岡崎
大河ドラマ館イメージイメージ

世界遺産 と 名湯

プロが選ぶ日本の
ホテル・旅館100選
にランクイン!

樹齢約３千年

弁

朝

6月25日日～27火日
旅行実施日 令和5年
知覧特攻平和会館知覧特攻平和会館 イメージイメージ

ヤクスギランドヤクスギランド
イメージイメージ

紀元杉紀元杉 イメージイメージ

徳川家康公ゆかりの史跡・久能山東照宮へ

～武田信玄公隠し湯の里「下部温泉」にご宿泊～

昼

朝

話題の

・

と

一度は
訪れたい を巡る

･ ･

旅行出発日 7月6木日6月28水日1
班

2
班令和5年

4月よりお披露目（予定）

岡崎
浜松

限定
1本

限定
1本

★夕食はバイキングとなります。

旅行企画・実施旅行のお申し込み・お問い合わせは

山陰支店
TEL 0852-26-2600

NOKYO TOURIST CORPORATION

旅行業公正取引
協 議 会 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。

〒690-0065　松江市灘町1-7 松江プラザビル8F
総合旅行業務取扱管理者／河本 宜明

農協観光（Nツアー）の
旅行はどなたでも
ご参加いただけます。

一般社団法人日本旅行業協会 正会員　  観光庁長官登録旅行業第939号

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。
※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。

写真は全てイメージです。

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。

国内旅行保険加入のおすすめ

申し込みは、FAX 又は メールでも受け付けています。

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。

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。

●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・ガイド料金・入場料）、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原則として払戻はいたしません。
●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
　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、右記の申込金をお支払い下さい。お
申込金は旅行代金お払い込みの際差し引かさせていただきます。

　お電話等でのお申込みの場合は、お申込み翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出し
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21日目に当たる日までにお支払い下さい。

●旅行条件の基準　この旅行条件は令和5年3月1日現在の運賃料金を基準としています。

本旅行は次の条件に基づきます。

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。

〈国内旅行〉

旅行出発日の前日より起算して21日前まで
旅行出発日の前日より起算して20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算して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

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%

取　消　料取　消　日

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、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応ガイドラインに従い、お客様・関係者皆様の安全を第一に考えツアーを実施いたします。
●ご出発前対応…ツアー出発前に「健康チェックシート」をお
客様にご記入いただき健康状態を確認させていただきます。
●お客様へご依頼…ご自身の体調管理、要所での手洗いと消
毒、感染防止が必要な場所での適宜なマスク着用をお願いし
ます。
●利用施設…感染防止対策の取り組みが確認できた運輸・宿
泊・食事・観光施設を利用します。

●貸切バス…バス車内に消毒液の設置、乗務員・ガイドのマスク着用、随時の車
内拭き取り消毒、約5分で室内の空気を入れ替える外気導入モードでの車内換
気を行います。外気導入モードが出来ない車両は随時窓開けによる換気を行い
ます。
●食事・観光…お客様が「三密」の状態にならないように配慮した対応を心がけます。
●添乗員…自身の健康管理とマスク着用及び各施設の感染防止状況の確認と
お客様へのご案内、それに従った安全第一の旅程管理を行います。

マスク着用を 手指の消毒を

お願いします

健康チェック
シート
出発前に
ご提出
ください お願いします

換気を
貸切バスは随時

行っています

おすすめの旅

LINEお友達募集中!
QRコードから
ご登録ください

●①または②のいずれかを満たす方がツアー参加条件となります。●①新型コロナワクチ
ンを3回接種していることが必要です。●②出発日の3日前以降に採取した検体によるPCR
検査または抗原定量検査の結果が、陰性であることが必要です。※出発当日に①又は②を確認でき
るものをご持参下さい。(コピー又は写真など)

掲載5コース対象 6‒7月出発

■Nツアー山陰支店 FAX 0852-26-2603
メールアドレス ntour.shimane@ntour.co.jp

よりダウンロード頂けます。Nツアー山陰

Nツアー山陰 検索
最新旅行情報は

よりパンフレットダウンロードできます。

新型コロナウイルスワクチン3回接種済
またはPCR検査陰性の方参加者限定ツアー

申込書はホームページ


