経済産業省平成２２年度「地域資源∞全国展開ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」事業
～横須賀の「地産地消を体験」～

横須賀市の「地産地消を体験」
「地域資源開発」
「かくれた魅力再発見！」による経済の活性化を目的として、
モニターツアーを実施いたします。よこすか野菜収穫・意外な漁場での地引網体験・横須賀のシンボル軍港
めぐりなどの、魅力あふれる観光資源を実際に視察・体験いただくツアーとなっております。是非、皆様
お誘いあわせの上、奮ってご参加いただきますようお願い致します。

■旅行期間

平成 23 年(2011 年)

1 月 29 日（土）日帰り（雨天決行）

■募集人員

40 名様（最少催行人員 20 名）定員になり次第締切りとさせて頂きます
※横須賀の地産地消に興味のある小学生以上の 2 名様 1 組を対象とさせて頂きます
※お子様連れで 2 名を越えてお申し込みの場合にはＪＴＢ横須賀支店「海と大地の収穫体験ﾂｱｰﾃﾞｽｸ」担当
まで、お手数でございますがご連絡くださいませ
※こんな方にお勧めです
「力強いお父さん！」「頼りになるカレ！」を収穫体験・地引網体験で思いっきりアピールしたい方！！
※食育は「畑・海」大自然の中から始まります

このツアーは横須賀商工会議所が横須賀の観光資源についての調査を目的としたモニターを募集するツアーと
なりますので、現地での観光素材視察やアンケート等についてご協力を頂く事がご参加の条件となります。
ﾓﾆﾀｰﾂｱｰご参加のみなさまにお願いすること：旅行終了時までに、ツアーの内容全般（コース全体の満足度、
視察箇所の評価、食事内容に関する事等）に関するアンケート（A４サイズ 5 ページ程度）にお答え頂きます。

■申込開始日

平成 22 年 12 月 24 日(金) 9:30

■添

1 名同行いたします

乗

員

■申込締切日

平成 23 年 1 月 14 日(金) 17:30

1 名様 2000 円（大人・子供同額）

■ご旅行代金

※ 旅行代金に含まれるもの：交通費（貸切バス代、船代）、昼食代、体験料金（日程表に記載された視察箇所）
※ 交通費および体験料金は横須賀商工会議所が補助しております

■

日

1/29
(土)

程

表

横須賀中央=======農作物収穫体験＆農家さんとの交流========観音崎京急ﾎﾃﾙ 地産地消ﾒﾆｭｰの昼食===
9:00
9:40
10:35
11:10
12:15
※収穫物はお土産としてお持ち帰り頂けます

====港～～～猿島 地引網体験＆漁師さんとの交流～～～よこすか軍港めぐり～～～港=======横須賀中央
13:00
13:10
15:30
16:30
17:00
※漁獲物はお土産としてお持ち帰り頂けます

※食事条件

朝：－

昼：〇（お弁当）

夕：－

※記入例

貸切バス=======

船舶～～～～

徒歩･･･････

※この日程表は平成 22 年 12 月現在での予定の旅程です。

■お申込み方法
■ ① 郵送･FAX によるお申込み
■
裏面お申込書をご利用下さい
② ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによるお申込み
「JTB 首都圏横須賀支店」ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.jtb.co.jp/shop/yokosuka/）

調査企画 『地域資源∞全国展開プロジェクト』 横須賀商工会議所
「ﾖｺｽｶ

海と大地のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://yokosukasan.jp/）

旅行企画・実施 ㈱ＪＴＢ首都圏

観光庁長官登録旅行業第１７５９号 (社)日本旅行業協会正会員
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-2

1/29『ヨコスカ海と大地の収穫体験ツアー』参加申込書

下記住所へご郵送、又は FAX:０４６-８２４-２０１９へ FAX 下さい
2 名様以上でお申込の場合はコピーしてお申込をお願い致します。

フリガナ

代表者

性別 （男） ・ （女） 住所 〒

年齢

氏 名

才

電話番号

（

）

Ｅメールアドレス

フリガナ

同行者

才

性別

（男） ・ （女）

氏 名

※FAX 送信される場合、誤送信を防ぐ為、必ず着信確認をお願い致します
※ご記入頂いたお客様の個人情報は、お申込みのご旅行手配・手続き代行のために利用します。予めご了承の上、お申込下さい。

お申込み受付 12/24（金）9:30 より、ＪＴＢ首都圏横須賀支店 2 階「海と大地の収穫体験ﾂｱｰﾃﾞｽｸ」にて。
ファックス、郵便、お電話、ご来店にて受付致します。
※12/24 以前、またはＪＴＢ首都圏横須賀支店１階ではお受付できません。予めご了承下さい。
募集要項･ご旅行条件（要約）
【お申込の際には必ずご旅行条件書(全文)をお受け取り頂き、事前に内容をご確認下さい】
ご旅行条件（要約）
●募集型企画旅行契約

●国内旅行保険への加入について

この旅行は（株）ＪＴＢ首都圏（東京都千代田区丸の内３－４－２ 観光庁長官登録旅行業第
1759 号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅
行条件は、下記によるほか、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日
程表と称する確定書面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。
お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受取頂き、事前に内容をご確認の上、
お申込下さい。

旅行先において、病気・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、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額
の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せ
ください。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お
申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の
旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をして頂きます。
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとしま
す。
（４）お申込金はご旅行代金全額となります

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の
場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社の
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
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。

●取消料

●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅
行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。
（もし、通知できない事情がある場
合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）

●個人情報の取扱について
（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につい
て、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいた
だいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービ
スの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
（2）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人
情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される
航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供い
たします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出
発前までにお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2010 年 12 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は
2010 年 12 月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受け
ます。

契約解除の日
１．11 目にあたる日以前の解除
旅行開始日
の前日から ２．10 日目にあたる日以降の解除
（３～６を除く）
起算してさ
かのぼって ３．７日目にあたる日以降の解除
（４～６を除く）
４．旅行開始日の前日の解除
５．当日の解除（６を除く）
６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加
●旅行代金に含まれるもの

取消料（お１人様）
無料

旅行企画・実施 ：ＪＴＢ首都圏
(社)日本旅行業協会正会員

観光庁長官登録旅行業第 1759 号

旅行代金の２０％

東京都千代田区丸の内３－４－２
旅行代金の３０％
旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の 100％

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事代、及び消費税等諸税これらの費用は、お客
様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
（コースに含まれない
交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画
旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の
事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲に
おいて、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円・入院見舞金：２～２０万円・通院見舞金：１～５万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を
限度とします。）

お申込お問合せ先 ：ＪＴＢ首都圏

横須賀支店

〒２３８－０００７ 神奈川県横須賀市若松町２－７
TEL.046-824－4218

FAX.046－824－2019

営業時間 月～金 9 時 30 分～17 時30 分 （土日祝休業）
総合旅行業務取扱管理者 長島 誠人
海と大地の収穫体験ツアーデスク担当

岩崎 祐二 高畑 芽美

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にお問合せ下さい。

