チャータークルーズ

瀬戸内海

鞆の浦温泉
「鷗風亭」
ランチ 日帰りツアー

と

観光型高速クルーザー

「SEA SPICA」
（シースピカ）

尾道港

鷗風亭外観イメージ

貸切チャータークルーズ

料理イメージ

イメージ

デッキイメージ

地区名

安芸区・南区・東区・府中町・
A・Bコース各80名様 各2台
安芸太田町・北広島町

18,500 円

利用予定バス会社 防長観光バス又は廿日市交通
又は同等クラス

バスツアーに参加されるお客様へお知らせ

①バス車両の除菌と消毒

日々の車両点検時に
清掃は無論のこと、除菌作業も徹底して行います。

②バス車内の換気

走行中車内はエアコンより外気導入の強制換気で数
分で車内の空気を入れ換えます。
なお駐車時には窓や
乗車扉をオープンにして換気を行うことがあります。

最少催行人員

旅行締切日

各班60名様
各出発日の3週間前

（但し定員になり次第締切ります。）

③乗務員の健康チェック

乗務員への乗務前の検温・健康状
態のチェックは、
運行管理者が実施いたします。

④乗務員・添乗員のマスク着用・消毒等

バスに乗車いたします乗務員・添乗員は、マスク着用および手指
の消毒、手洗い、
うがいの励行を徹底いたします。

⑤バス車内に消毒液を車載

バス乗車時に快適にご乗車い
ただけるよう、
手・指の消毒液をご準備しております。

●ご出発前対応…ツアー出発前に
「健康チェックシート」
をお客様にご記入いただき健康状態を確認させていただきます。
●お客様へご依頼…ご自身の体調管理、要所での手洗いと消毒、感染防止が必要な場所での適宜なマスク着用をお願いします。
●各施設の対応として…感染防止対策のガイドラインに従って旅程管理いたします。

参加 資 格 要 項

（60歳）

◎入場観光 ○下車観光 ☆お買物
貸切バス

・公的年金の受取の予約をいただいている方
（JA広島市で公的年金の受取をご予約いただいた組合員の方）
お申込み・お問い合せ先

まめでがんす会員様だけの、SEA SPICAチャータークルーズ
御手洗の町並み保存地区散策
（11:00〜12:15）
＝尾道港（13:00）〰〰 瀬戸田 〰〰 大久野島 〰〰 ○大崎下島（30分上陸）〰

昼：○

（16:30）＝JA広島市管内（17:00〜18:00）
〰 安芸灘大橋 〰 海上自衛隊呉基地沖 〰 広島港（宇品）

夕：×

GoTo トラベル事業再開時の対応について
※公式発表後に、
適用条件がこれまでの内容と大きく変わる場合があります。
※
「GOTOトラベル」
事業が再開されていない場合、
割引支援の適用はありませんので、
あらかじめご了承下さい。
※PCR検査の費用はお客様負担となります。
※旅行契約成立後のお客様都合による取り消しは、
割引前の旅行代金を基準として、
当社所定の取消料を申し受けます。

この旅行は
「旅行傷害共済」
に加入しています。詳しくは農協観光へご照会ください。
（77歳）
（88歳）
特別な配慮が必要な方は

年祝特典者

株式会社農協観光は、
庁

官

長

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

観光

悌典

国内旅行保険のおすすめ

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事
故でけがをした場合、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、加害者への賠償金
請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの
移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保
険にお客様自身でご加入されることをお勧めします。弊
社又はJA旅行センター係員にお問い合わせください。

※年祝いは
「数え年」
ではなく、
「満年齢」
を基準とさせていただきます。

旅行企画・実施

桐

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれ
ていない特別な配慮、措置が必要になる可能性が
あります。詳細は別途お渡しする
「旅行取引条件説
明書面」の「３．お申込み条件」
を確認のうえ、特別な
配慮・措置が必要となる可能性がある方は、
ご相談
させていただきますので、必ずお申し出ください。

まめでがんす会員で、令和3年4月1日〜令和4年3月31日に、
還暦（60歳）、古希（70歳）、喜寿（77歳）、米寿（88歳）を迎えられる
方は、農協全国商品券を1,000円分進呈いたします。

旅行業公正取引協議会

総合旅行業務取扱管理者
■営業時間：平日9:00〜17:10 ■土・日・祝・年末年始は休み

食事

昼食

再開に備えて、
お客様にも支援制度が適用いただけるよう準備を進めています。
適用を
受ける条件は
【
「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
２回接種済
（２回目以降が出
発日までに14日経過していること】
、
又は
「PCR検査陰性証明書」
の確認を想定しており
ますので、
お申し込みの際にご提示
（スマートフォン等のアプリによる画像、
写真データ、
コピー）
をお願いします。

（70歳）

特典

夕：×

＝高速道路＝☆旬彩市場鯛工房＝鞆の浦 ホテル鷗風亭 朝：×
JA広島市管内（7:00〜8:00）

古希、
喜寿、
米寿の方！
特典 還暦、

■対象者／
・ふれあい倶楽部
「まめでがんす」
会員の方
（JA広島市で公的年金をお受け取りいただいている組合員の方）

※記号／＝:バス

お買物

昼：○

※A・Bコースの振り分けは、受付終了後に、地区毎にご案内させて頂きます。※上記行程は、天候・交
通機関等の都合により、変更となる場合がございます。予めご了承下さい。※後日、改めて集合・解散
地（及び時刻）をお知らせします。
しおりは、10日〜1週間前にお届けします。※詳しい旅行条件は裏
面に記載しています。事前にご確認の上、お申し込みください。

バスガイド 乗務しません

新型コロナウイルス対策

（8:30）〰海上自衛隊呉基地沖〰 朝：×
JA広島市管内（7:00〜8:00）
＝広島港（宇品）

会員

申 込 金 6,000円（旅行代金に充当します。）
食 事 条 件 朝食0回、
昼食1回、
夕食0回
添 乗 員 同行いたします。

Bコース

大人お一人様

食事

まめでがんす会員様だけの、SEA SPICAチャータークルーズ

御手洗の町並み保存地区散策
〰〰 安芸灘大橋 〰〰 ○大崎下島（30分上陸）〰〰 大久野島 〰〰 瀬戸田 〰〰 尾道港（12:00）＝
昼食
お買物
＝鞆の浦 ホテル鷗風亭（13:00/14:15）＝☆旬彩市場鯛工房＝高速道路＝JA広島市管内（17:00〜18:00）

A・Bコース各80名様 各2台
（税込）

◎入場観光 ○下車観光 ☆お買物

※記号／＝:バス

貸切バス

正

4 3月17日㈭ 安佐北区
旅行代金

A・Bコース各80名様 各2台

行 程

Aコース

3 3月16日㈬

募集人員

A・Bコース各80名様 各2台

登

録

会

班 旅行実施日（令和4年）

1 3月 9 日㈬ 佐伯区・西区・中区
2 3月10日㈭ 安佐南区

バス運行
台数

日本旅行

業

協

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

山陽統括支店 TEL 082-243-6289

広島市中区三川町7番7号 三川町パーキングビル13F FAX 082-241-0306
総合旅行業務取扱管理者／松山 真悟・吉野 正敏 ■営業時間：平日9:00〜16:00 ■土・日・祝・年末年始は休み

●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引きに関する責任者です。このご旅行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たずね下さい。
●作成基準日 令和3年12月22日 管理NO.21‑215

