株式会社軍艦島コンシェルジュ

黒沢永紀がナビゲートする

池島散策 & 軍艦島周遊ワンデイツアー

ツアー船「マーキュリー号」
ジャイロスタビライザー搭載
で横揺れも少なく船酔いが心
配な方にも安心。広い２階デッ
キは軍艦島の写真撮影に最適
です。

端島（はしま）通称 軍艦島
2015年に世界遺産に登録され
た軍艦島を周遊。上陸ツアー
だけでは見る事のできない西
側の建物群と、軍艦に見える
写真ポイントまでしっかりと
堪能いただけます。

ツアーのポイント
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ナビゲーター 黒沢永紀
全国放送のクイズ番組でも取
りあげられるほど軍艦島と池
島に精通する“軍艦島の伝道師”
独自の鋭い切り口で魅力的な
案内をお約束します。

フォトジェニックな炭鉱施設

常盤ターミナル受付開始

9:00

長崎港発

9:30

軍艦島周遊
池島港着

10:35
14:10

池島散策・昼食
坑内探検ツアー

15:30

16:40

申込締切 出発日の７日前まで

４月 ２０(金)  /  ２１(土)  /  ２２(日)

５月 １９(土)  /  ２０(日)  /  ２１(月)

７月 ２７(金)  /  ３０(月)

８月 ２３(木)  /  ２５(土)  /  ２７(月)

９月 ２２(土)  /  ２３(日)  /  ２４(月)

個人

池島港発
長崎港着

大人・中高生

￥9500

小学生

￥7500

募集人員 ５０名

◉最少催行人数 1０名

団体
15名以上

大人・中高生

￥9000

小学生

￥7000

◉催行判断 出航日の7日前

施設使用料、案内料、食事代
日本旅客船協会船客傷害賠償責任保険（１名につき1億円）
旅行特別保証保険
全国市長会市民総合賠償補償保険(1名につき1億円、1事故につき10億円)
その他

軍艦島デジタルミュージアム

池島炭鉱坑内探検ツアー
実際に掘られていた採炭現場
までトロッコ人車で出発。ガ
イドの解説を聞きながら採炭
現場の様子をしっかり学習い
ただけます。

・服装は多少汚れてもかまわない服装でお願いします。(坑内は通年約20℃)

軍艦島の

・身体などにハンディがある方は事前にお申し出下さい。

ガンショーくん
桟橋でみんなの
かえりをまって
るよ！

・荒天の場合は安全確保のため、一部体験メニューが変更・中止となる場合がございます。
・靴は多少汚れても良いスニーカーなどご用意ください(ハイヒール・サンダルなどは入坑不可)

自由見学

昼食『母ちゃんの店』
長崎ならではのパリパリ麺皿
うどんや池島で採れるつわぶ
きの煮物、ご飯、お味噌汁、
唐揚げなどボリューム満点の
昼食付き。食後は母ちゃんに
池島のお話を聞いてみては。

※参加は小学生以上からとなります

料金に含まれるもの

14:10

15:50

プロジェクションマッピングや
軍艦島3D散歩など軍艦島に関す
る資料と最新技術が融合した施
設で、帰港後ゆっくりとご覧い
ただけます。

３月 ２１(水)  /  ２２(木)  /  ２３(金)

料金表

10:30

軍艦島デジタルミュージアム見学

2001年まで使われていた池島
炭鉱の施設や機械がそのまま
残されている。どこを歩いて
も迫力と存在感のある写真を
撮れるのが魅力。

ツアー設定日  平成３０年

ツアー行程
8:45
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※旅行条件に関しては、当社ホームページ内「池島ツアー」をご確認頂くか、お電話でお問合せ下さい。

予約申込書
【FAXでお申込みの場合】内容をご記入のうえ、上記のFAX番号へお送り下さい。
【メールでお申し込みの場合】下記メールアドレスに参加者名簿をお送り下さい。

お申し込みFAX番号 ０９５８９５９５５０
参加人数

(

)人

代表者携帯番号(
メールアドレス
人数

（大人中高生
ー

名、小学生
ー

名）

月

日)

)

(

お名前

出発日(

)
年齢

性別

住所

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※10名様以上の場合はお電話かメールにてお問い合わせ下さい。
ご旅行条件書（要約）

お申し込みいただく前に、このページと表面の注意事項をお読みください。

2018.1

1．募集型企画旅行契約 本旅行は(1)軍艦島コンシェルジュ （以下「当社」といいます）
が企画·募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企
画旅行契約を締結することになります。 (2)募集型企画旅行契約の内容·条件は、各コー
ス毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前
にお渡しする最終旅行日程表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。2.
旅行のお申し込みと契約の成立 (1)申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下
記の申込金または旅行代金の金額を添えてお申し込みいただきます。 お申込金は旅行代金、
取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。 (2)電話、郵便、ファクシ
ミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点で契約は成
立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して3日
以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出され
ない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。(4)募集型企画旅行契約は、
契約の締結を承諾し前(3)の申込金を受領したときに成立したものとします。 (5)通信契約
による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただしEメール等
の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに成
立するものとします。3.旅行代金のお支払い 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって14日前にあたる日より前にお支払いいただきます。

3.申込金（お一人様につき）
旅行代金

7.個人情報の取り扱いについて (1)当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者(以
下「販売店」)は旅行(1)ご提供いただいた個人情報について、1お客様との間の連絡の
ため、2旅行に関して運送·宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3旅行に関する
諸手続のため、４当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手
続のため、5当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、
旅行に関する情報提供のために利用させていただきます。 (2)上記2、3の目的を達成
するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を輸送·宿泊機関、土産物店
に提供する事があります。なお、この利用については、お客様のお申し出により停止
することができます。(3)当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個
人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案
内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。なお当社
グループ会社の名称は当社のホームページをご参照下さい。8.ご旅行条件·ご旅行代
金の基準 (1)この旅行条件は2017年12月1日を基準としています。また旅行代金は
2017年12月1日現在の有効な運賃·規則を基準としています。(2)この旅行に参加さ
れるお客様の契約の内容·条件は当社の「旅行業約款（主催旅行の部）によります。
詳しい内容及び、主催旅行約款につきましては係員にお尋ねください。

取消し料
コース

お申込み金

20,000円未満

5,000円以上

20,000円以上〜50,000円未満

10,000円以上

50,000円以上〜100,000円未満

20,000円以上

10,000円以上

旅行代金の20％以上

4.旅行中止の場合 ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場
合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって13日前に当たる日(日帰り旅行は3日前)より前に連絡させていただき、お
預かりしている旅行代金の全額をお返しします。 5.旅行代金に含まれるもの及び含まれな
いもの (1)パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿 泊費、食事代、入
場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。 (2)旅行日程に記
載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。 6.お客様からの旅行契
約の解除(取消料) (1)お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいた
だいて、旅行契約の解除をすることかができます。この場合、既に収受している旅行代金(あ
るいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がま
かなえないときは、その差額を申し受けます。(2)なお、取消日とは、お客様が当社の営業
日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。 (3)お客様のご都合で出発日·
コース·宿泊ホテル·人数等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

右記日帰り旅行以外

日帰り旅行

①21日目に当たる日以降の解除

無料

無料

②20日目に当たる日以降の解除

旅行代金の20%

無料

③10日目に当たる日以降の解除

旅行代金の20%

旅行代金の20%

④7日目に当たる日以降の解除

旅行代金の30%

旅行代金の30%

⑤旅行開始日前日の解除

旅行代金の40%

旅行代金の40%

⑥旅行開始日当日の解除

旅行代金の50%

旅行代金の50%

⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100%

旅行代金の100%

旅行企画・実施

株式会社軍艦島コンシェルジュ   軍艦島デジタルミュージアム

長崎県知事登録旅行業第３−１７１号 総合旅行業務取扱管理者 亀川  公彦

お問合せ
お申し込み

095-895-9300

ikeshima@gunkanjima-concierge.com
池島ツアー担当：木下・山崎・石田

