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2020年12月13日（日）～15日（火）2020年12月13日（日）～15日（火）

129,800円～151,800円129,800円～151,800円

●旅行日●旅行日

●GoToトラベルキャンペーン
　適用後お支払い実額
     （大人・子供同額/お一人様あたり）

●GoToトラベルキャンペーン
　適用後お支払い実額
     （大人・子供同額/お一人様あたり）

GoToトラベル支援事業対象GoToトラベル支援事業対象

大自然も伝統文化も、ぜ～んぶ楽しめる!イイトコどりの旅大自然も伝統文化も、ぜ～んぶ楽しめる!イイトコどりの旅

※写真はイメージです。写真提供：一般社団法人 あまみ大島観光物産連盟

奄美大島の代表的な伝統工芸品「大島紬」。 南国の豊
かな自然と文化に育まれた絹織物の泥染めや、はや織
りの製造工程を見学できます。 売店では大島紬を使っ
た小物などをお得に購入することができます。

大島紬村

あやまるの語源は「綾に織られた毬のような地形」なの
ですが、なぜかお辞儀や土下座で記念撮影をするの
が流行っているとか。 緩やかにカーブを描く水平線の
大パノラマは、爽やかな南国の癒しに誘ってくれます。

あやまる岬観光公園

碧く輝く奄美大島の海を半潜水式の船に乗って海中散
歩。服が濡れることなく海の生態系を観察することが
できます。 宝石のような珊瑚や、色とりどりの熱帯魚が
たくさん泳ぐ海の命の世界をのぞいてみよう。

水中観光船せと

ジャングルのような無数の木々が生い茂るマングロー
ブの森には不思議がいっぱい。 神秘の森に暮らす多く
の生き物にも出逢ってみませんか。 カヌーは年齢を問
わず乗ることができるので、ぜひ体験してみましょう。

黒潮の森 マングローブパーク

旅行代金に燃油サーチャージが含まれております。

詳しくは裏面を

地域共通クーポン

12,000円分
  給付されます。

地域共通クーポン

12,000円分
  給付されます。

3日間3日間
★★★

Adventure in 

Amami

遊べる、学べる、大自然の冒険の旅遊べる、学べる、大自然の冒険の旅

富山きときと空港発着

チャーター便の運行は航空会社による
政府許認下を条件とします。

富山から富山からチャーター便
で行くチャーター便で行く

自然界遊自然界遊



お問い合わせ・お申し込みは（受託販売）旅行企画・実施

旅行企画・実施

観光長官登録旅行業第818号　（一社）日本旅行業協会会員

本社　富山市奥田新町8番1号ボルファートとやま1F

トイボックスツアー

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。

●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。

●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

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。

※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2020年9月25日を基準日としています。また、旅行代金は2020
　年9月25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。

50万円以上
30万円以上50万円未満
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満

10万円未満

旅行代金
申込金（おひとり）

10万円以上旅行代金まで
5万円以上旅行代金まで
3万円以上旅行代金まで
2万円以上旅行代金まで

旅行代金の20％以上旅行代金まで

10万円以上旅行代金の20％以内
5万円以上旅行代金の20％以内
3万円以上旅行代金の20％以内
2万円以上旅行代金の20％以内

旅行代金の20％

出発日の前日から起算して
さかのぼって60日目にあたる日まで

出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前

取消日 取消料
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％

21日目にあたる日まで

20日目以降8日目にあたる日まで

7日目以降2日目にあたる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

旅行開始後の解除・無連絡不参加

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

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。

国内旅行傷害保険のおすすめ 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。

ホテル　　  奄美自然観察の森（龍郷湾のパノラマを一望できる、ドラゴン砦もオススメです）  
西郷南洲流謫跡（激動の中を生きた暮らしぶりを感じ取れます）     浜千鳥館黒糖焼酎直売所
　　　龍郷町内（昼食）　　奄美パーク（奄美の自然と暮らしの様子を実物大模型や映像で紹介）  
奄美空港（14:00～17：00頃発）　 富山空港（16:00～19：00頃着）

ホテル　　　  大浜海浜公園（透き通る青い海とサンゴ礁が、南国らしい朝を届けてくれます）　　
水中観光船せと（生命力に溢れる色とりどりの奄美の海を探検）　　　　瀬戸内町内（昼食）
高知山展望台（大島海峡を一望できる絶景スポット）　　 黒潮の森 マングローブパーク
（海だけではない、奄美の森と川の魅力を体験）　　　 ホテル（17:10頃着）

富山空港（8:00～10：00頃発）　 奄美空港（12:00～14：00頃着）　　 奄美市内（昼食）
大島紬村（工場のほか、庭園内で亜熱帯植物等を見ることができます）　 　 あやまる岬観光公園
（併設カフェではご当地素材のスイーツも楽しめます）　　 ホテル（17:10頃着）

　　　　　　　　  飛行機 　　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
変更となる場合がございます。※1泊目と2泊目の宿泊施設が入れ替わる場合がございます。その場合、観光地の
変更はありません。※チャーター便の為、発着時間はあくまで目安です。予めご了承ください。

■最少催行人員30名（募集人員:70名）・添乗員:同行いたします。
■利用航空会社:フジドリームエアライン
■食事条件:朝食2回、昼食3回、夕食2回
※ホテルの客室はツインルーム（洋室）となります。
※3名にて参加の場合、 お一人様はエキストラベッドです。※4人部屋はありません。
※旅行代金に燃油サーチャージが含まれております。

■旅行代金表(旅行代金・給付額・お支払い実額・地域共通クーボン（大人・子供同額・お一人様あたり）

■旅行日程表（3日間） 12/13（日）～15（火） 

【マークの見方】

旅行代金（A） 地域共通
クーポン

旅行代金への
給付額（B）

お支払い実額
（A）ー（B）

157,800円
159,800円
179,800円

3名1室利用

2名1室利用

1名1室利用

28,000円
28,000円
28,000円

129,800円
131,800円
151,800円

12,000円
12,000円
12,000円

旅行日
12/13（日）

【龍郷泊】

【奄美泊】

ー 昼 夕

朝 昼 夕

朝 昼 ー

1.この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
2.旅行代金からGoToトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。 10月以降出発の旅行に
　関しては、 別途、 旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
3.《給付金の受領について》 国からの給付金はお客様に対して支給されますが、 当社およびGoToトラベル事務局は、 給付金   
   をお客様にかわって受領（代理受領）致しますので、 お客様は、 旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお    
   支払いいただくこととなります。 なお、 お取消しの際は、 旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。 お客  
   様は、 当社およびGoToトラベル事務局による代理受領について了承のうえお申込みください。

GoToトラベルキャンペーン対象のお客様には旅行代金より
最大35%の給付額+地域共通クーポンが給付されます。

お支払い実額及び地域共通クーポンについて
お支払い
実額

地域共通
クーポン

旅行代金より35%（2泊:上限28,000円）の給付額を差し引いた金額
※給付額の1円未満は切り捨てとなります。

旅行代金の15%（2泊:上限12,000円）のクーポンをお渡しします。
※クーポンは1,000円単位となります。
※1,000円未満の端数は1,000円単位に四捨五入した金額となります。

70名募集
30名催行

宿泊ホテル ※ホテルの指定はできません。

旅の見どころ

透き通る海と吹き渡る風が心地良い公園として、 地元
でも人気のオーシャンビュースポット。 白い砂が輝く
ビーチは波打ち際までエメラルドブルー。 高台側の駐
車場はとても見晴らしが良く、 最高の景色が臨めます。

大浜海浜公園

奄美のお酒といえば黒糖焼酎。 そんな黒糖へのこだわ
りや商品完成までの一連の流れを見学できます。 売店
には無料試飲コーナーもありますので、 飲み比べをして
から、 お気に入りの焼酎を買うことができます。

浜千鳥館黒糖焼酎直売所

第1種国立公園にも指定されており、 自然を生かした
広大な園内には遊歩道が整備され、 奄美固有の植物
や昆虫などを観察しながら散策できます。 野鳥も数多
く生息しているので、 季節を問わずファンが訪れます。

奄美自然観察の森

西郷隆盛の3度目の潜居地。 現在の家は明治43年に
再現されたものですが、 塀は当時のまま。 妻の愛加那
が隆盛の生前中から日々集めておいた毛髪が、 遺髪
として記念碑の下に埋められているといわれています。

西郷南洲流謫跡

１
日
目

２
日
目

３
日
目

プチリゾートネイティブシー奄美
ネイティブシー奄美アダンオンザビーチ

ホテルウエストコート奄美




