
月日 行程 食事

11 / 23
（土）

宮崎駅 == 宮崎西IC == 日向IC == 日向のお伊勢さま「大御神社」 == 願いが叶う「クルスの海」 ==
8:30 9:50 〇 10:35 10:45 〇 11:10

（昼食）
== 囲碁のテーマパーク「はまぐり碁石の里」 == 西郷（さいごう）ダム == 山須原（やますばる）ダム ==

11:20 12:30 13:15 〇 14:15 14:30 〇 15:00

== 塚原（つかばる）ダム == 旅館 鶴富屋敷 または 旅館 奥日向
15:10 〇 16:30 17:15頃

＊夕食時に山の神楽として知られる
「椎葉神楽」を鑑賞いただきます

朝
－

昼
〇

夕
〇

11 / 24
（日）

旅館 鶴富屋敷 または 旅館 奥日向 == 上椎葉（かみしいば）ダム == 上椎葉維持流量発電所 ==
7:50-8:00 8:10 〇 10:10 10:20 〇 11:00

（昼食） （ショッピング）
== 塚原（つかばる）発電所総合更新現場 == 元気･四季を食べる「どんこ亭」 == 道の駅 つの ==

11:35 〇 12:35 12:40 13:40 14:50 15:40

（工場見学･ショッピング）
== 都農ワイナリー == 都農IC == 宮崎西IC == 宮崎駅

15:50 〇 17:00 18:00頃

朝
〇

昼
〇

夕
－

◼ 旅程表

〔記入例〕バス== / 徒歩… / 入場観光◎ / 下車観光○ / 車窓観光△ 〔お願い〕道路状況により 多少時間が変更となる場合がございます

◼ 旅行代金 おひとり様 39,800円 （＊お部屋のご利用人数により下記の追加料金が必要となりますので ご確認ください）

✓ 旅行代金に含まれるもの 旅程中の見学費用･交通費･有料道路代･宿泊代･食事代 4回分（朝食1回･昼食2回･夕食1回）･添乗員･乗務員経費
✓ 旅行代金に含まれないもの 国内旅行保険（任意）･上記以外の個人的性質の費用･

宿泊追加料金（旅館 鶴富屋敷 2名様で1室ご利用の場合 おひとり様1,000円追加･1名様で1室ご利用の場合2,000円追加）

◼ 募集人員 22名様 （最少催行人員 15名様）
◼ 宿泊先 旅館 鶴富屋敷（和室3～5名様 1室利用）または 旅館 奥日向（洋室1名様 1室利用）
◼ 運送機関 宮交タクシー ■ 添乗員 同行
◼ ツアー参加条件 - 旅行企画･実施 -

株式会社JTB 宮崎支店
〒880-0805
宮崎市橘通東4丁目7-28

TEL：0985-29-3511
FAX：0985-27-1124

総合旅行業務取扱管理者：喜田信基
観光庁長官登録旅行業 第64号･日本旅行業協会 正会員

⚫ 当ツアーは 満18歳以上のお客様のみ参加いただけます。
⚫ 雨天の場合は 催行内容を一部変更のうえ催行しますので、予めご了承ください。
⚫ 宿泊施設における風呂･トイレは共用となりますので、予めご了承ください。
⚫ ダム･発電所での見学においては 九州電力担当者からの注意事項を必ずお守りください。
⚫ 飲酒されている方のダム･発電所構内の立ち入りは 禁止させていただきます。
⚫ ダム･発電所構内は徒歩での移動となり 階段の昇降（ビル3～4階相当）がございますので、

予めご了承ください。
⚫ ドローン撮影は、気象条件（降雨･強風など）によりドローンの使用が困難な場合

実施できない場合がございます。予めご了承ください。

～九州電力×JTB 共同企画～

宮崎県耳川水系ダム･発電所ツアー

九州電力との共同企画だから…
⚫ 通常は入場できないダム･発電所を見学可能!!
⚫ 九州電力 専門家による解説付き!!

（写真はイメージ）

国内最大の
ラジアルゲート見学!!

巡視点検通路の歩行体験!!

日本ワイン醸造家によるワイナリーツアー!!

夕食時に
重要無形民俗文化財「椎葉神楽」を鑑賞!!

建設工事中にしか見学できない巨大設備を見学!!

キャットウォーク体験 &ドローンによる記念撮影!! 水圧管路トンネルを見学!!

見学後にダムカードをプレゼント!!

ソラシドエアに乗って
宮崎県耳川水系 ダム･発電所 ツアーに

参加されたお客様には
商品券3,000円分（VISAギフトカード）を

プレゼント!!
さらに往復ソラシドエアをご利用のお客様には
ソラシドエアモデルプレーンもプレゼント!!
（詳細は JTB担当者へお問合せください）



宮崎県耳川水系ダムの主な特徴

今回のツアーで
見学いただくダム
（写真はイメージ）

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）ＪＴＢ（東京都品川区東品川2-3-11） 観光庁長官登録旅行業第64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。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1)必要事項をお申し出のうえ、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)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金（旅行代金全額）を受領したときに
成立するものとします。
●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。
●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：1,500万円/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）
●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、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下さい。
●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。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年8月1日を基準としています。また旅行代金は2019年8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。
●取消料
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。

お申込みのご案内 ＊お申込みいただく際は 必ず旅行条件書（全文）をご確認ください。

取消日 取消料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

1)２１日目にあたる日以前の解除 無料

2)２０日目にあたる日以降の解除 （３～６を除く） 旅行代金の２０％

3)７日目にあたる日以降の解除 （４～６を除く） 旅行代金の３０％

4)旅行開始日の前日の解除（５～６を除く） 旅行代金の４０％

5)当日の解除（６を除く） 旅行代金の５０％

6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％

- 旅行企画･実施 -

株式会社JTB 宮崎支店
〒880-0805 宮崎市橘通東4丁目7-28

TEL：0985-29-3511
FAX：0985-27-1124

総合旅行業務取扱管理者：喜田信基
観光庁長官登録旅行業 第64号･日本旅行業協会 正会員

ボンド保証会員
一般社団法人 日本旅行業協会

〔営業日･営業時間〕月～金曜日 9:30～17:30 〔休業日〕土曜･日曜･祝日

承認番号：19-003

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様のご旅行を取り扱う店舗での取引に関する責任者です。この旅行契約に関してご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。


