親子で体験！夏休み自由研究ツアーin とくしま
～再生可能エネルギーを知ろう＆阿波おどり・渦潮見学～
豊かな自然がうみだす再生可能エネルギーを学ぶ 2 泊 3 日のイベントを開催！

自然豊かな徳島県を訪問し、再生可能エネルギーの発電施設見学や、徳島県ならではの自然・文化体験などを盛
り込んだ、2 泊 3 日のツアーです。
【再生可能エネルギーについて発電の現場で考えよう】
私たちの生活に欠かせない電気。それをつくり出すエネルギー資源には、
石炭・石油・天然ガス・水力・原子力・太陽光などたくさんの種類がありますが、いま日本では、
水力や太陽光、バイオマスといった「再生可能エネルギー」が注目されています。そこで、再生可能
エネルギーの利用に力を入れている徳島県を訪問し、ダムを利用した水力発電や太陽光発電、バイオ
マス発電の施設を見学する事でその原理を体験します。

【徳島ならではの科学&文化体験も！】
徳島の夏と言えば「阿波おどり」！県内のトップをきって盛大に開催される「鳴門市
阿波おどり」に見学＆飛び入り参加できます。また、アカウミガメ産卵の地として知られ
る美波町の「うみがめ博物館カレッタ」にてウミガメの観察なども行います。
さらに、徳島ならではの科学体験として、鳴門海峡の自然がうみだす大迫力の「渦潮」
の観察、那賀町が積極的に活用をすすめる小型無人飛行機（ドローン）の操作体験など
も行います。豊かな自然と文化に触れながら、楽しい夏休みの思い出をつくりませんか？

【主な訪問先】
・長安口ダム、日野谷発電所（那賀郡那賀町）
・和田島太陽光発電所（小松島市和田島町）
・川口ダム自然エネルギーミュージアム（那賀郡那賀町）
・あすたむらんど徳島（板野郡板野町）
・渦の道、大鳴門橋架橋記念館エディ（鳴門市鳴門町）
・鳴門市阿波おどり（鳴門市撫養町）
・王子製紙㈱富岡工場（阿南市豊益町）
・うみがめ博物館カレッタ（海部郡美波町）

【ツアー行程】
・1 日目

8 月 9 日（木）

徳島阿波おどり空港（12:40 発）または とくとくターミナル集合（13:00 発）
＜バスにて移動・昼食＞
－あすたむらんど徳島（13:50 着・施設見学）
－渦の道、大鳴門橋架橋記念館エディ（16:30 着・渦潮見学、デジタルアート体験）
－鳴門市阿波おどり見学（18:30 着）
＜さじき席にて夕食（弁当）を食べながら見学＆にわか連にて阿波おどり参加＞
＜徳島市内ホテル 21:00 着・泊＞
※昼食・夕食付き。
宿泊「スマイルホテル徳島（徳島市元町 1－24）
」
（2 名 1 室）
・2 日目

8 月 10 日（金）

徳島市（8:00 発）
－長安口ダム（10:00 着・ダム見学）
－日野谷発電所（11:15 着・発電所見学）
－川口ダム自然エネルギーミュージアム（11:50 着・施設見学）
－あじさいキャンプ場＜昼食（バーベキュー）
、ドローン操縦体験・薪割り体験＞
－うみがめ博物館カレッタ（16:00 着・施設見学）
＜阿南市内ホテル 17:50 着・泊＞ ホテル内で夕食
※朝食・昼食・夕食付き。
宿泊「ホテルルートイン阿南（阿南市領家町火屋ケ原 142）
」（2 名 1 室）
・3 日目

8 月 11 日（土）

阿南市（8:30 発）
－王子製紙㈱富岡工場（8:45 着・バイオマス施設見学）
－和田島太陽光発電所（10:50 着・発電所見学）
－徳島県企業局総合管理事務所（12:00 着・施設見学）
＜昼食・エネミュースタッフと一緒に見学のまとめ、発表＞
－とくとくターミナル（14:10 着解散）
、徳島阿波おどり空港（14:30 着・解散）
※朝食・昼食付き。

旅行期間：平成 30 年 8 月 9 日（木）～平成 30 年 8 月 11 日（土）
【２泊３日】
利用ホテル：8 月 9 日（木） スマイルホテル徳島

バストイレ付 ツイン

8 月 10 日（金） ホテルルートイン阿南 バストイレ付 ツイン
■ 参加条件：小学 4 年生～小学 6 年生とその保護者のペアでお申込みください。
（お子様が 2 名参加される場合は、保護者の方も 2 名でお申し込みください）
・全行程ご参加いただける方が対象です。
■ 旅行代金（2 名 1 室利用）
おひとり様あたり 47,500 円（お子様、保護者同額）／ペア 2 名 合計 95,000 円
■ お食事：朝食 2 回・昼食 3 回・夕食 2 回
■ 募集人員：30 名（15 組 30 名） 最少催行人数：10 組 20 名
■ 募集締切日：7 月 26 日（木）17:00 ※希望者多数の場合は抽選
■ 添乗員：同行いたしません。
■ 利用予定バス会社：光ドリーム観光バス
【旅行企画・実施・旅行のお申込み・お問合せ先】近畿日本ツーリスト中国四国 徳島支店
【イベント企画】徳島県企業局、川口ダム自然エネルギーミュージアム
【企画協力】日本科学未来館
【後援】全国科学館連携協議会
・イベントの内容に関するお問い合わせ先
川口ダム自然エネルギーミュージアム

℡：0884-62-2209

全行程に川口ダム自然エネルギーミュージアムのスタッフが 2 名同行します。

【申込方法】
近畿日本ツーリスト中国四国の「ご旅行条件書（抜粋）」をご確認の上、以下のページよりお申し込みください。
http://www.kntcs.co.jp/ec/2018/tokushima_sm/
※応募〆切は 2018 年 7 月 26 日（木）17:00 です。
※応募多数の場合は抽選となります。
※応募締め切り後、5 日以内に近畿日本ツーリスト中国四国 徳島支店よりメールで結果のご連絡をいたします。そ
の後、同社より郵送される請求書に基づき、7 月 31 日(火)までにツアー代金を指定の口座にお振り込みください。
入金確認によりお申込みが確定します。

ご旅行条件書（抜粋）詳しい旅行条件を説明した書面、国内募集型企画旅行条件書（全文）をご確認の上お申し込み下さい。

1.募集型企画旅行約款
①この旅行は株式会社近畿日本ツーリスト中国四国（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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。
この条件書に定めのない事項は当社募集型企画旅行業約款によります。当社募集型企画旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。この書面は旅行業法第12条の４による旅行取引条件書です。また、旅行契約が成立した場合は、旅行業法12条の5
により交付する契約書面の一部になります。
②当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.応募締め切り 2018年7月26日（水） 17:00
応募締め切り後、5日以内にメールで結果のご連絡をいたします。その後、弊社より旅行代金の請求書を発送させて頂きます。
3.旅行代金のお支払い
旅行代金47,500円×2名95,000円を7/31（火）までにお支払いください。
旅行契約は当杜が契約締結を承諾し旅行代金を受理した時に成立するものとします。
4.最少催行人員
最少催行人員に満たない場合は旅行を中止する場合がありますが、この場合は出発14日前（日帰り旅行は4日前）までにご連絡いたします。
5.旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のもの
（1）旅行日程に明示した運送機関(特に明示のない場合はエコノミ一クラス)の運賃・料金、食事料金、観光料金、宿泊料金（税、サービス料金を含む）。
6.上記5のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
集合場所までの交通費、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用、及ぴそれに伴う税・サーピス料金、傷害・疾病に関する医療費、旅行条件に定めた宿泊施設の部屋定員以下の部屋利用にかかる追加代金、希望者のみ参加するオプショナルツアー
費用、自由行動中の諸費用など
7.取消料
お申込の後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。またお客様のご都合により、途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません
1名不参加の場合は同行者も不参加となりますので、2名様の取消料が必要となります。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日～
当日旅行
旅行開始後及び
取消日
宿泊
21日前
20日～8日前
前日
前々日
開始前
無連絡不参加
取消料率
無料
20％
30％
40％
50％
100％
8.旅行内容･旅行代金の変更
天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・料金の大幅な改定により旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。尚お客様のお申し出により旅行内容の変更がある場合は別途所要経費を
いただきます。また運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更することがあります。
9.特別補償
国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ外来の事故により、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
10.当社の責任
当社は故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償します。ただし、損害発生日から2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。手荷物について生じた損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生日から15日以内に当社
に対して通知があったときに限り、旅行者1人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。(注：天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故・火災による旅行日程の変更・中止、運送機関の遅延、欠航、スケジュール変
更、食中毒、自由行動中の事故、盗難、官公署の命令又は伝染病による隔離は該当しません。）

11.お客様の責任
お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った時にはお客様へ損害の賠償を申し
受けます。
12.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は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。

13.確定書面の交付
当社は旅行開始日の 7日前までに最終日程表（確定書面）を交付致します。
14.その他
①当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。
②この旅行条件は、2018年6月15日現在を基準としております。また旅行代金は2018年6月15日現在有効なものとして公示
されている航空運貨・適用規則を基準として算出しています。
15.個人情報の取扱について
イ.株式会社近畿日本ツーリスト中国四国（以下「当社」）およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行
申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のためにご利用させていただくほか、
当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的
方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただく
ものとします。
ロ.当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、
当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は
次のとおりです。住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
ハ.上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店舗またはホームページでご確認ください。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第 1926 号 一般社団法人日本旅行業協会正会員

●お申込・お問合せは
株式会社近畿日本ツーリスト中国四国

徳島支店

〒770-0841 徳島市八百屋町 1-14 三井生命徳島ビル３階
TEL：088-622-0985 FAX：088-625-4887
総合旅行業務取扱管理者：赤井 憲一
担当：恒吉 剛志
【受付時間
09：30～17:30
休日/土・日・祝日】
・休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌
営業日の受付となります。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。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れば総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
ＫＮＴ中国四国国１５９６１８０６０００５

