富山きときと空港発着

チャーター便の運航は航空会社による
政府許認可を条件とします。
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11月28日（月）〜30日（水）

●旅行代金（大人・子供同額/お一人様あたり） 旅行代金に燃油サーチャージが含まれております。

156,000円〜178,000円
三原山山頂口
山頂口展望台では、 カルデラ地形とそこに広がる新旧溶岩
流などの全体像を観察することができることから、 伊豆大島
ジオパークになっています。 体力に自信のあるかたは遊歩道
から火口付近を目指してみては。

申込条件
●ワクチン接種に関する証明
①又は②・③のいずれか提示
（原本・写真・コピー可）
①3回以上接種済みであることがわかる予防接種済証等
②PCR検査または抗原定量検査の陰性証明（出発日の3日前以降）
③抗原定性検査の陰性証明
（出発日の前日以降）
※12歳未満のお子様については同居する親等の監護者が同伴す
る場合には検査不要です。同伴の監護者が①から③を提示いた
だくことが条件です。
（まん延防止等重点措置が発着地にでた
場合は6歳から12歳未満の子供であっても陰性である証明が
必要になります）
●本人確認書類
（原本・写真・コピー可）
運転免許証・マイナンバーカード等
なお、上記証明が確認できない場合は、参加いただけません。
注）
参加条件は、今後の状況により変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

大島空港
●ふるさと体験館
●郷土資料館
サンセットパームライン
■ホテル白岩
火山博物館●

くさん!
他にも見どころ盛りだ 。
ください
詳しくは裏面をご覧

※写真はイメージです。写真提供：大島町観光課、大島観光協会

大島公園●

■大島温泉ホテル

●三原山頂口

▲三原山

大島
●
筆島

●地層切断面

波浮港●

■旅行日程表

旅の見どころ

11 富山空港（11：00〜13：00頃発） 大島空港（12：10〜14：10頃着・昼食機内）
／
サンセットパームライン
28 大島ふるさと体験館（椿油しぼり体験していただきます）

（月）

大島島内ホテル

（車窓：天気が良い日は海の彼方に富士山がくっきりと見えます）

大島ふるさと体験館

大島公園動物園

大島の自然や文化を学ぶことができる施設です。 椿油
は椿の実を臼で砕いたものを圧搾機でしぼり、 昔なが
らの製法でゆっくりと油を抽出します。 香ばしい香りを楽
しみながら、 風土を感じる素敵な旅が始まります。

溶岩の地形を活かしたダイナミックな園内では、 動物
達がのんびり過ごしています。 フライングケージは日本
でも屈指の大きさで様々な鳥たちを観察することがで
きます。 レッサーパンダやワラビーにも会えますよ。

火山博物館

筆島

565年ぶりとなる1986年の三原山噴火の記録を中心
に、 伊豆大島火山の歴史や噴火のしくみ、 火山災害へ
の監視・観測体制や防災対策など、 日本や世界の主な
火山について学べる火山専門の博物館です。

筆の穂先に似ていることから筆島と呼ばれています。
海中から突き出した高さは約30メートルもあり、 太古の
溶岩が固まってできたと考えられています。 後ろの断崖
絶壁とあわせてダイナミックな景観が楽しめます。

波浮港散策

地層切断面

この辺りは元々は「波浮の池」呼ばれる火口湖でしたが
掘割工事が開始され、 1801年に波浮港として開港しま
した。 周辺の街並みもノスタルジックな風情に溢れて
いて、 ゆっくり散策してみたくなるエリアです。

過去約1万8000年間に繰り返し起こった大噴火、 100
回以上の噴出物が降り積もってできた地層です。 計り
知れない時の流れを感じさせてくれる大地の年輪は、
ひときわ目を引く見事な縞模様を描いています。

ー 弁 夕

三原山山頂口（昼食：仰げば火山の痕跡、振り返れば南アルプスまで一望できます）
11 ホテル
／
29 大島公園（亜熱帯植栽も楽しめる植物園・美しい椿園・地形を活かした動物園で構成された公園です）

（火） 火山博物館

郷土資料館

朝 昼 夕

大島島内ホテル

筆島（車窓：奇妙な形の大きな岩の作者は巨人の彫刻家だったのでしょうか）
11 ホテル
／
地層切断面
元町町内（昼食・お土産購入）
30 波浮港散策

（水） 大島空港（13：30〜15：30頃発）

富山空港（14：40〜16：40頃着）

朝 昼 ー

バス ※この日程は運輸機関、天候、道路状況等によりスケジュールの一部が
【マークの見方】 飛行機
変更となる場合がございます。
※チャーター便の為、発着時間はあくまで目安です。

■旅行代金表(旅行代金

大人・子供同額 お一人様あたり）

3名1室利用

2名1室利用

1名1室利用

156,000円 158,000円 178,000円
■最少催行人員 25名

■添乗員：同行いたします。■食事条件：朝食2回、昼食3回（弁当含む）、夕食2回
■利用航空会社：フジドリームエアライン
■利用バス会社：大島バス、または弊社契約バス会社

宿泊ホテル

※ホテル白岩、大島温泉ホテルのいずれか（指定できません）

大島温泉ホテル

ホテル白岩

※部屋タイプ：基本和室（洋室希望の場合はご相談ください。 但し、 希望に添えない場合がございます）

「全国旅行支援」
に関して
弊社では、 各種割引等の事業が展開された際、 事業
条件があてはまる場合は適用いたします。 ただし、 事
業内容によっては適用外になることがございますので
予めご了承ください。

ご旅行条件書（抜粋） 旅行条件につきましては下記による他、詳細旅行条件書を別途お渡しいたします。
●1 募集型企画旅行契約
この旅行は、
（株）二ュージャパントラベル（以下「当社」という）が企画・募集・実施す
る旅行であリ、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。旅行契約の内容・条件は募集パンフレット・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程表および当社旅行業約款募集型企画旅行契約
の部
（以下
「約款」
という）
によります。
●2 ご旅行のお申し込みおよび契約成立
①1）当社、2）旅行業法で規定された「受託営業所」
（以下1）2）を併せて「当社ら」とい
う）のそれぞれにおいて、お客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承り
ます。
②ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、後記申込金を添えて
お申し込みいただきます。
③当社らは電話、郵便、ファクシミリの通信手段による旅行契約のお申し込みを受け
付けることがあリます。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社ら
がご予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申
込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、
当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
お申込み金（おひとり）

旅行代金

お申込み金

10万円以上15万円未満

2万円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満

3万円以上旅行代金まで

30万円以上50万円未満

5万円以上旅行代金まで

取消日

●3 旅行代金のお支払い
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60日目にあたる日以降、
21日前までの間で当社が定める日に
（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期
日までに）お支払いください。また、お客様が当社提携カ-ド会社のカード会員である

国内旅行傷害保険のおすすめ

場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくこ
とがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の
承諾日といたします。
●4 お申し込み条件
①旅行開始日時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。15
歳未満の方が契約責任者となるお申し込みは受け付けません。旅行開始日時点で
15歳以上20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。
②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、
年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する特定の条件に合致しない場合は、お
申し込みをお断りする場合があります。
③お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込み
をお断りする場合があります。
④その他当社の業務上の都合がある場合には、お申し込みをお断リする場合があり
ます。
●5 取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合には、旅行代金に
対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加
で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対
する差額代金をいただきます。

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

取消料
21日目にあたる日まで

無料

20日目以降8日目にあたる日まで

旅行代金の20％

7日目以降2日目にあたる日まで

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％

旅行開始後の解除・無連絡不参加

旅行代金の100％

※当社の定める申込期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル
等行程中の一部を変更される場合にも取り消しとみなし、上記の取消料が適用され
ます。
※本表の適用に当たって「旅行開始後」とは。約款の別紙特別補償規定第二条第三項目
に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいい、添乗員または
当社係員受け付けを行う場合はその受け付け完了時以降を、それ以外の場合で最初
の運送機関が航空機であるときは、乗客のみが入場できる空港構内における手荷物
の検査等の完了時以降をいいます。
●6 旅程保証
当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定の率を乗
じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書（全文）でご
確認ください。
●7 旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件は2022年9月2日を基準日としています。また、旅行代金は
2022年9月2日の現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。
●8 個人情報の取り扱いについて
当社らでは、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から所定の申込書にて、お申
し込みいただいた旅行のサ-ビスの手配およびそれらのサービスの受領のために必要
となる個人情報を、お客様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきましたお
客様の個人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど）について、お客様とのご
連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関
などの提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要
な範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたし
ます。
旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

旅行企画・実施

お問い合わせ・お申し込みは（受託販売）

トイボックスツアー
観光庁長官登録旅行業第818号 （一社）
日本旅行業協会会員
旅行企画・実施

本社

富山市奥田新町8番1号ボルファートとやま1F
ホームページアドレス

www.njt.jp

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく右記の旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

