
お客様の声をかたちに

ご利用期間（下記日程のご宿泊）

12月1日　～1月24日
令和2年 令和3年

火 日
（令和2年12月26日（土）～令和3年1月6日（水）を除く）

イメージ

感染症防止対策 お客様に安心・安全な旅行を楽しんで頂くためにNツアーでは旅先を含めた新型コロナウイルス感染症防止対策に取り組んでいます。
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GoToトラベル事業支援対象

イメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

長崎が誇る「長崎和牛」
肉本来の旨みを持つ赤身と、まろやかな味わいの脂身が絶妙なバランス。
柔らかな食感、ジューシーで脂の口溶けがたまらない長崎和牛。
それぞれのホテルこだわりの「長崎和牛メニュー」でお客様をおもてなし！
各ホテルにご協力いただき実現した夢のようなプランです！
素晴らしいひとときを、心ゆくまでお楽しみください。

（税込）

（税込）

先着 1,000名様 限定！
1泊2食付きがこんなにお得で
先着 1,000名様 限定！

（税（税込））

日
除く）

1泊2食付き1泊2食付きががこんなにお得でこんなにお得で

~8,500円~
（税込）（税（

10,500円10,500円大人お一人様・
2名1室利用

イメージイメージ

な
ん
と

な
ん
と

宿泊施設

長崎市 長崎市 伊王島 西海橋

川棚 島原平戸 壱岐 壱岐

ホテルセントヒル長崎 i＋Land nagasaki（レストランうららか） 魚魚の宿
長崎和牛ステーキ贅沢フルコース

稲佐山観光ホテル
長崎和牛すきやき会席 長崎和牛特別会席 長崎和牛と旬のお魚満喫コース

国民宿舎壱岐島荘
長崎和牛会席料理

ビューホテル壱岐
長崎和牛すき焼御膳

HOTELシーサイド島原
長崎和牛まんぷく会席長崎和牛とヒラメの美食会席コース

国民宿舎くじゃく荘
長崎和牛彩り冬会席

国際観光ホテル旗松亭



協　賛 後　援

旅行条件（抜粋）※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。

旅行代金　1泊2食付き（消費税・サービス料込み）

ご宿泊施設

大人
お一人様
1泊2食付き・
2名1室利用

（税込）

（税込）子供
お一人様

ご注意（給付金の受領について）

長崎和牛銘柄推進協議会 長崎県JAグループ

本旅行は（株）農協観光が企画・実施する旅行です。以下の条件に基づきます。
その他の旅行条件は、本条件によるほか、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）、並びに当社募集型企画旅行契約によります。
１.旅行のお申し込み及び契約成立について
⑴お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取り下さい。
⑵当社所定の申込書に所定の事項を記入し、右記のお申込金を添えてお申し込み
いただきます。
⑶お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取り扱います。
⑷電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申し込み
の場合は、当社が旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内
に、所定のお申込書と右記のお申込金を提出していただきます。この期間内にお
客さまがお申込み書とお申込金を提出されない場合は、当社はお申し込みがな
かったものとして取り扱います。
⑸旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するも
のとします。

２.旅行代金に含まれるもの
本広告書面に記載された旅行日程に明示した運輸機関の運賃・料金、宿泊費、食
事代、旅行業務取扱料及び消費税等諸税が含まれています。

3.旅行代金に含まれないもの
上記のほかは旅行代金に含まれません。その一例を例示します。

⑴超過手荷物料金（規定の重量・容量・個数を超える分について）
⑵クリーニング代、電報電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う
税・サービス料
⑶お客さまのご希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金（見学料・食
事代・写真代・交通費等）

※上記期間の旅行プランはGoToトラベル事業の支援対象です。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トラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（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、お取消の際は、旅行代金を基準として所定の取消料をいただきます。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ご了承の上お申し込みください。

※別途、旅行代金に対して地域共通クーポンが付与されます。
※GoToトラベル事業の中止、延期、終了など発生した場合はこの支援金および地域共通クーポンは受けられない場合があります。その際は支援額をお客様へご負担いただきます。

⑷ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別料金の小旅行）の代金
⑸ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費
4.お申込金（おひとり様）

※旅行代金は、旅行出発の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前に
　お支払いいただきます。
５.取消料
お客さまは、お客さまのご都合で旅行を取り消しになる場合には、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、ご参加のお客さまからは1室毎の利
用人数の変更に対する差額をそれぞれいただきます。

６.旅行条件の基準
この旅行条件は2020年10月1日を基準としています。

個人情報の取扱について
１.旅行の申し込みに伴い取得する個人情報の利用目的

当社及び当社の旅行業者代理業者（以下「代理業者」と言います。）または受託旅行業者
（代理業者を含め、以下「販売店」といいます。）は、旅行申し込みの際に提出された申込書
に記載された個人情報について、次のために必要な範囲内で利用させていただきます。

⑴お客さまとの旅行契約締結　⑵お客さまとの連絡
⑶お客さまがお申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関等（主要な運送・宿
泊機関等については各スケジュール表に記載されています。）その他の提供する
サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続

2.旅行の申し込み以外で取得する個人情報の利用目的
　当社および販売店は、将来より良い旅行商品の開発のためマーケット分析や当社お
よび販売店から旅行商品のご案内をお客さまにお届けするために、アンケートやク
イズの応募用紙などに記載されたお客さまの個人情報について、次のために利用さ
せていただくことがあります。
なお、この利用については、お客さまのお申し出により停止することができます。

⑴旅行商品、キャンペーンのご案内、特典サービスの提供　⑵統計資料の作成
3.保有する個人データの利用目的
　当社および販売店では、お客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号または
メールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のも
のについて、次のために利用させていただくことがあります。

　なお、この利用についてはお客さまのお申し出により停止することができます。
⑴旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い
⑵旅行商品やサービスのご案内、特典サービスの提供
⑶お客さまにとって有用と思われる提携先団体・企業の商品やサービス・キャンペーン
のご案内

⑷統計資料の作成
⑸次回の旅行お申し込み時におけるお客さまの手続き上の便宜を図るため

旅行代金 1万円未満
2,000円 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円 旅行代金の20％

3万円未満 6万円未満 10万円未満 15万円未満15万円以上
お申込金

旅行契約の解除期日
旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

　　　 ①21日目にあたる日以前の解除
　　　 ②20日目にあたる日以降の解除［③～⑥を除く］
　　　 ③7日目にあたる日以降の解除［④～⑥を除く］
④旅行開始日前日の解除
⑤旅行開始日当日の解除［⑥を除く］
⑥旅行開始後の解除又は無連絡不参加

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

（税込）
8,500円～ 
　10,500円
8,500円～ 
　10,500円
8,500円～ 
　10,500円

施設

（税込）

6,500円～ 8,500円6,500円～ 8,500円6,500円～ 8,500円 ※2名1室（大人1名+子供1名）でのお申込みの場合の子供料金は大人と同額になります。※幼児料金（添い寝、食事なしの3歳以上
未就学児）については施設利用料が必要となります。※乳幼児料金（添い寝、食事なしの3歳未満）については無料となります。※3名
1室、4名1室の場合も同料金です。※1名1室のお申込みは出来ません。※お部屋タイプおよび宿泊館の指定は出来ません。

※2名1室（大人1名+子供1名）でのお申込みの場合の子供料金は大人と同額になります。※幼児料金（添い寝、食事なしの3歳以上未就学児）については施設利用料が必要となります。※乳幼児料金（添い寝、食事なしの3歳未満）については無料となります。※1名1室のお申込みは出来ません。

旅　行　代　金

給付金支援額

和 牛 協 賛 金

お支払い実費額

地域共通クーポン券

旅　行　代　金

給付金支援額

和 牛 協 賛 金

お支払い実費額

地域共通クーポン券

平日・日曜 2名1室 2名1室
大　人
17,690円
－6,190円
－3,000円

3,000円

14,610円
－5,110円
－3,000円

2,000円

土曜・休前日

8,500円8,500円8,500円6,500円6,500円6,500円8,500円8,500円8,500円 10,500円10,500円10,500円

20,760円
－7,260円
－3,000円

3,000円

17,690円
－6,190円
－3,000円

3,000円

大　人 子供（小学生以下）子供（小学生以下）

先着1,000名様
限定！

令和2年12月1日　～令和3年1月24日火 日 土

水
令和2年12月26日　～
令和3年1月6日　を除くご利用期間

※ご希望のホテルを下記からお選び下さい。施設により設定除外日・休館日があります。

長崎市

西海橋

川棚

平戸

島原

壱岐

地区 施設名 メニュー 設定除外日 地区 施設名 メニュー 幼児料金
（施設利用料）

幼児料金
（施設利用料） 設定除外日

ホテルセントヒル長崎

稲佐山観光ホテル

i＋Land nagasaki
(レストランうららか）

魚魚の宿

国民宿舎くじゃく荘

国際観光ホテル旗松亭

HOTEL シーサイド島原

ビューホテル壱岐

国民宿舎壱岐島荘 長崎和牛会席料理 1,100円

1,100円
1,100円

550円

長崎和牛まんぷく会席

伊王島

長崎和牛と旬のお魚満喫コース

長崎和牛特別会席

長崎和牛すきやき会席

長崎和牛ステーキ贅沢フルコース 長崎和牛彩り冬会席

長崎和牛すき焼御膳

長崎支店

代理業

長崎和牛ステーキが300ｇお楽しみ頂けるフルコース

お１人様300ｇの長崎和牛をご賞味下さい。
すき焼きのみグループ内同一の鍋を使用しマイトングで取り分けとなります。

長崎和牛のすき鍋をお楽しみ下さい。

長崎和牛ステーキ150ｇと地元で獲れた旬のお魚をご賞味下さい。

長崎和牛ロース陶板焼120ｇをお楽しみ下さい。

お１人様300ｇの長崎和牛をご賞味下さい。　

長崎和牛200ｇを使用したステーキ他料理４品をお楽しみ下さい。

長崎和牛ステーキ150ｇと長崎和牛すきやき150ｇの両方をご賞味下さい。

長崎和牛150ｇにヒラメと旬の地魚をご賞味下さい。

4,500円 3,900円

1,650円12/3,4,7,8,11,15 
1/7,8,21,22

１/9,10

12/1～12/25
１/13,14,19,
20,21

GoToトラベル事業支援対象
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☎0920（48）1700JA壱岐市旅行センター
長崎県知事登録旅行業者代理業第9号　〒811-5132 壱岐市郷ノ浦町東触560　 総合旅行業務取扱管理者・ 麦谷 常子

営業日：平日8時30分～17時00分　土曜・日曜・祝日はお休みとさせて頂きます。

「GoTo長崎和牛満喫宿泊プラン」は、長崎県内のホテルで、
長崎が誇る「長崎和牛」をご堪能いただける、非常にお得なプランです！

長崎和牛とヒラメの美食会席コース 12/4,12
1/9,24


