




KOSHIKI FISHERMANS Fest 2017 ≪1DAY TOUR≫

OFFICIAL TOUR

日帰りオフィシャルツアー

出発日：10月21日（土）

10/21
SAT

旅行代金： 大人15,000円 / 小学生10,000円

8:50川内港発
（高速船甑島）
9:40里港着

16:30里港発
（高速船甑島）
17:20川内港着

①絶景！バスでめぐる景勝地観光コース
（上甑島の景勝地をガイドがご案内します）

②圧巻！断崖クルージングコース
（8,000万年前の断崖奇岩を観光船で巡ります）

または

15:50中甑港発（路線バス）16:06里港着
12:00 会場着 自由行動

オフィシャルツアー

海風が気持ちいい特設会場で、
思いきり島の海の幸をお楽しみください。

●旅行代金に含まれるもの：高速船甑島乗船料（往復） + 観光バス料金もしくはクルージング乗船料 + KOSHIKI FISHERMANS Fest2017入場料 + 路線バス利用料（+消費税）
●最少催行人数：15名　●定員：バス観光コース30名 / クルージングコース20名　●食事条件：昼あり（入場料に2,000円分（小学生1000円分）のご飲食チケットが
ついております）　●添乗員：ガイドが兼務します　●利用するバス会社：南国交通株式会社
※悪天候による船の欠航判断及びイベントの実施判断は当日の朝なされる場合があります。予めご了承ください。

会場内で使えるご飲食チケット付！

川内港発
高速船甑島利用

※悪天候によりクルーズ船欠航の場合はバスツアーへ振替となります

KOSHIKI FISHERMANS Fest 2017 ≪1DAY FREE PLAN≫
日帰りフリープラン

出発日：10月21日（土）

10/21
SAT

旅行代金： 大人12,000円 / 小学生7,000円

8:50川内港発
（高速船甑島）
9:40里港着

16:30里港発
（高速船甑島）
17:20川内港着

フリータイム（レンタカー観光・体験オプションでお楽しみください）

各自路線バスまたはレンタカーで里港へ

12:00 会場着 自由行動

●旅行代金に含まれるもの：高速船甑島乗船料（往復） + KOSHIKI FISHERMANS Fest2017入場料 （+消費税）　●最少催行人数：1名
●食事条件：昼あり（入場料に2,000円分（小学生1,000円分）のご飲食チケットがついております。）
●申込締切：出発の7日前　●添乗員：なし（現地係員：あり）　●利用するバス会社：南国交通株式会社
※悪天候による船の欠航判断及びイベントの実施判断は当日の朝なされる場合があります。予めご了承ください。

会場内で使えるご飲食チケット付！

川内港発
高速船甑島利用

① 断崖クルージング：大人2,500円・小学生1,300円
② ジェルキャンドル作り体験：大人1,800円・小学生1,500円
③ レンタカー（6時間以内ご利用の場合） ※免責補償料込・燃料代別
　 軽自動車5,500円 / 普通車6,000円 / 8人乗りワゴン12,000円

掲載写真はイメージです。天候等によりプラン内容やツアー内容が一部変更となることがあります。　※すでに入場チケットをご購入の方もお申込いただけます。

① ② ③

のんびり島の時間に身を任せて、
家族みんなで楽しめる漁師フェス！



① 断崖クルージング　　　　 大人2,500円・小学生1,300円 ② シーカヤック体験　おひとり様 7,000円
③ ジェルキャンドル作り体験　大人1,800円・小学生1,500円 ④ レンタカー（6時間利用の場合・免責補償料込）
   　 軽自動車5,500円　・普通車6,000円・8人乗りワゴン12,000円

里港着後、会場までバス移動

２日目は各自フリープランとなります。
※オプションについては予約時に
お申し込みをお願いします。

漁師が目の前で調理してくれる
浜焼き島ぐるりは圧巻の迫力！

朝食・チェックアウト

9:30里港発
（フェリーニューこしき）
10:45串木野新港着

12:50里港発
（フェリーニューこしき 下甑経由）
16:15串木野新港着

●旅行代金に含まれるもの：フェリーニューこしき乗船料（往復2等席） + KOSHIKI FISHERMANS Fest2017入場料 + 宿泊代（民宿1泊2食） + 路線バス利用料 （+消費税）
●最少催行人数：1名　●食事条件：昼あり（入場料に2,000円分のご飲食チケットがついております。）・夕あり・翌朝あり
●宿泊先：民宿ととや または 民宿石原荘　●添乗員：なし（現地係員：あり）
●利用するバス会社：南国交通株式会社
※悪天候による船の欠航判断及びイベントの実施判断は当日の朝なされる場合があります。予めご了承ください。

● 募集型企画旅行契約
１）この旅行は、㈱ヒラミネ、こしきツアーズ(以下…当社が ) 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）募集型参加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。

● 旅行の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、当社からの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三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。
３）申込金 (お一人様につき)

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、お申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、e-mail 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。

● 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。

● 旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレット (ページ ) に明示した最小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。

● 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 (ページ ) 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。

● お客様からの旅行契約の解除 ( 取り消し料 )
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、宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。

● 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、移送費などがかかる場合があります。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困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅
行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申し込みの販売店にお問い合わせください。

● 事故等のお申し出について
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ま
たは、お申し込み店にご通知ください。

● 個人情報の取り扱いについて
１）当社及び当社の受託旅行業者 (以下…販売店 ) は旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報について、お
客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただ
きます。　２）当社、当社グループ会社 (会社名等はホームページをご参照ください)および販売店では、取り扱う商
品、サービス等のご案内、ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い、統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用
させていただく事があります。

● ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は 2012 年 6 月 1 日を基準としています。
また旅行代金は 2012 年 6 月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

KOSHIKI FISHERMANS Fest 2017 ≪2DAY PLAN≫
宿泊プラン（１泊２日） 出発日：10月21日（土）

帰着日：10月22日（日）10/21
SAT

旅行代金： 大人19,000円 / 小学生13,000円

11:20串木野新港発
（フェリーニューこしき）
12:35里港着

17:25中甑港発
（バス）
17:41里港着

チェックイン・ご夕食

【１日目】

【2日目】

12:00 会場着 自由行動 民宿 ととや
古民家風な造りの3室限定
のお宿です。心から安心して
ご宿泊いただけます。

会場内で使えるご飲食チケット付！

串木野新港発
フェリーこしき利用

フリータイム（断崖クルージング・シーカヤック体験・ジェルキャンドル体験・レンタカー観光など）

① ② ③ ④

16:25里港発※
（高速船甑島）
17:20川内港着

※ 追加料金あり（高速船に変更）
　 追加大人1,000円 / 小学生500円
※ 帰着港が川内港となります

旅行条件書（要約）ご予約前に必ずお読みください

https://koshiki-tour.com/
☎ 09969-3-2347（平日9:30-17:30）電話でのご予約＞

HPからのご予約＞
公式サイト

〒896-1101 鹿児島県薩摩川内市里町里3251番地
株式会社ヒラミネ内
TEL. 09969-3-2347 / FAX. 09969-3-2658

民宿 石原荘
とてもアットホームな雰囲
気の、島の新鮮な魚料理が
自慢のお宿です。


