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親子体験ツアー
森・里・川・海での自然体験や保全活動を通じて、
流域の環境について親子で学び・体感するツアーです。
冬０1・日帰り

12月11日
（土）

山の先生と一緒に里山を創ってみよう！

ワクワク里山自然体験♪
参 加 費：おとな・こども2,650円
対象年齢：小学1年生以上

現地発着
コースあり

山の先生同行ツアー

（山の先生/NPO法人森のなりわい研究所 伊藤様）

募集人員：22名（最少催行人員10名）
集合・解散場所：岐阜県庁・現地

冬０2・日帰り

木のにおいを嗅いでみよう！

コース

チェック
ポイント

①山の先生と一緒に里山の自然体験をしてみよう！
②里山体験を通して森・里・川・海のつながりを感じよう！
③薬膳料理を食べてみよう！

※クラフト体験

※ハンモック体験

岐阜県庁（7：30発）
−現地集合（10：20）
−下呂市・南飛騨健康増進センター/里山プチ保全体
験/ハンモック体験/昼食【薬膳弁当】/焚火体験/森の材料でクラフト体験（10：30〜15：00）
−現地解散（15：00）
−岐阜県庁（18：00着）

12月12日 ウッドチップボード作りと里山公園アニマルトラッキング
（日）

冬０3 ・日帰り

募集人員：22名（最少催行人員10名）
集合・解散場所：JR大垣駅・JR岐阜駅

①各務原市鵜沼の郷土料理「金魚めし」を食べてみよう！
②製材所でチップボードを作ってみよう！※１家族で2枚をお持ち帰りいただきます
③木工体験をしてみよう！※（おとな）美濃和紙ランプ（こども）木で作るゴム銃
※金魚めしとは人参、椎茸、油揚げなどを
入れた炊き込みご飯です

コース

チェック
ポイント

参 加 費：おとな4,010円・こども3,290円
対象年齢：小学1年生以上

※ウッドチップボード作り体験

JR大垣駅（7：45発）
−JR岐阜駅（8：30発）
−各務原市・エスウッド/ウッドチップボード作り/間伐
のお話し
（9：00〜10：45）
−各務原市・花の木/昼食【金魚めし】
（11：00〜11：45）
−美濃加茂
市・ぎふ清流里山公園/里山公園アニマルトラッキング/木工体験/ゴム銃でハンティング模擬体験
（12：15〜16：00）
−JR岐阜駅（17：00着）
−JR大垣駅（17：45着）

山の先生から学ぼう！

山の先生同行ツアー

（山の先生/NPO法人森のなりわい研究所 伊藤様）

12月18日 恵那峡バードウォッチングとそば打ち体験
（土）

①恵那峡貸切遊覧船にのって渡り鳥を探してみよう！
②そば打ち体験をしてみよう！
③山の先生と一緒に冬の森を歩いてみよう！

コース

チェック
ポイント

参 加 費：おとな・こども5,300円（2名）・4,950円（3名）・4,800円（4名） 募集人員：22名（最少催行人員10名）
※一人あたりの金額
対象年齢：小学1年生以上
集合・解散場所：JR岐阜駅・JR多治見駅

2021年11月12日
（金）
12：00〜

発売日

※1家族1コースのお申し込みでお願いいたします。

2021年12月11日
（土）
〜2022年1月30日
（日）

開催期間

※申込受付は各コース先着順

※お子様のみのご参加はできません。必ず保護者同伴でお申し込み下さい。
※食物アレルギーがある場合は申込時にご連絡下さい。

※コロナ感染拡大防止の為、プログラム内容の変更、ツアー中止となる可能性がございますのでご了承願います。

当ツアー新型コロナウイルス感染予防対策について
お客様と従業員の安全を最優先に考え、以下の対応をさせていただきます。

●お一人様当面の間2座席確保

集合・
解散場所

●手洗いうがい消毒の励行 ●乗務員の検温・体調確認

●バス乗務員・受付係員・添乗員のマスク着用 ●車内換気・消毒液の設置 ●車内清掃・除菌

JR岐阜駅・岐阜県庁・中濃総合庁舎・
各務原市民公園前・JR大垣駅・
JR多治見駅・現地
※コースにより集合・解散場所が異なります。

※定員になり次第締切ります

参加対象者 岐阜県内にお住まいの小・中学生と同伴の保護者（20歳以上の方）
（参加資格）

※そば打ち体験

JR岐阜駅（7：30発）―JR多治見駅（9：00発）―恵那市・恵那峡/恵那峡貸切遊覧船/バード
ウォッチング（10：15〜11：00）―中津川市・道の駅きりら坂下/そば打ち体験/昼食【そば】
（12：15〜13：30）―中津川市・夜明けの森/先生と一緒に森林散策（14：00〜16：00）―
JR多治見駅（17：00着）―JR岐阜駅（18：30着）

添乗員
山の先生

同行いたします。
同行いたします。
（冬01,冬03）

安心・安全なツアーのために、お客様へのお願い
ツアー参加時には、
当日、37.5℃以上の発熱が
マスクの着用をお願いします。 ある場合は、参加をご遠慮
いただきます。

手指消毒にご協力ください。

このツアーは岐阜県からの委託を受け、
「清流の国ぎふ森林・環境税」
を活用し実施しています。
旅行企画・実施：株式会社日本旅行 岐阜支店

清流ミナモ

冬０4・日帰り

1月9日
（日）

morinosで自然体験をしよう！

火おこし体験と森の謎解きラリー
参 加 費：おとな・こども4,400円
対象年齢：小学1年生以上

現地発着
コースあり

募集人員：22名（最少催行人員10名）
集合・解散場所：各務原市民公園前・JR岐阜駅・現地

冬０5・日帰り

放置竹林について考えてみよう！

1月22日
（土）

コース

チェック
ポイント

①火おこし体験をしてみよう！
②森の恵みの活かし方を体感してみよう！
③森の中で謎解きラリーをしよう！

バンブークラフトと竹林整備体験
参 加 費：おとな・こども3,250円
対象年齢：小学1年生以上

現地発着
コースあり

募集人員：22名（最少催行人員10名）
集合・解散場所：JR大垣駅・JR岐阜駅・現地
※竹林整備

冬０6・日帰り

冬のめいほう高原で動物の足跡を探そう！

（日）

JR大垣駅（8：00発）―JR岐阜駅（8：45発）―現地集合（9：25）―関市・円福寺/竹林整
備/竹炭作り/竹炭焼きいも作り/昼食【お弁当】/バンブークラフト
（9：30〜15：00）―現
地解散（15：00）―JR岐阜駅（15：45着）―JR大垣駅（16：30着）

アニマルトラッキングとソリ体験
参 加 費：おとな・こども5,800円
対象年齢：小学1年生以上

募集人員：22名（最少催行人員10名）
集合・解散場所：岐阜県庁・中濃総合庁舎

①鳥やけものの被害とワナ猟を学ぼう！
②雪ソリ体験で雪と触れ合ってみよう！
③雪の足跡からどんな動物か当ててみよう！

※雪体験

コース

チェック
ポイント

コース

チェック
ポイント

①竹林整備をして放置竹林について考えてみよう！
②竹炭で焼きいもを作ってみよう！
③竹を使って竹とんぼや竹のランプを作ってみよう！

1月30日

※火おこし体験

各務原市民公園前（8：30発）
−JR岐阜駅（9：00発）
−現地集合（9：45）―美濃市・
morinos/謎解きラリー/火おこし体験/昼食【お弁当】/morinosひろばで自由あそび
（10：00〜15：00）
−現地解散（15：00）―JR岐阜駅（16：00着）
−各務原市民公園前
（16：30着）

岐阜県庁（8：30発）―中濃総合庁舎（9：15発）―湯星館/ワナ猟講座/着替え/昼食【鶏ちゃん奥美濃カレー】
（10：30〜12：30）
―郡上市・めいほうスキー場/雪ソリ体験/アニマルトラッキング/かんじき体験
（13：00〜15：
30）
―中濃総合庁舎
（17：00着）
―岐阜県庁
（17：45着）

各コース共通項目
※お客様からご提供いただいた個人情報は、お客様との連絡、本ツアーの諸手続・サービス提供のた
めに利用させていただきます。それ以外の目的には利用又は提供する事はありません。
※ご旅行中、写真を撮影させていただきます。撮影した写真は岐阜県のWEBサイト、その他の広報資
料、パンフレット掲載などに使用させていただきます。また撮影した写真の提供はできません。
※悪天候などにより、行程の一部が変更・中止となる場合があります。交通渋滞、道路状況などにより、
到着時刻が遅れる場合があります。
※参加費には、行程中の昼食・現地での体験・旅行傷害保険等が含まれています。
バス乗車費用は、
「清流の国ぎふ森林・環境税」
を活用しています。

写真の提供

※利用バス会社:岐阜乗合自動車(株)
※画像については全てイメージとなります。
※新型コロナウイルス感染拡大により、プログラム内容の変更やツアーが中止となる場合がございます。
※当日配布するアンケート、ツアー実施後アンケート両方にご協力お願いいたします。
※現地発着コースとは
（冬01,04,05コース）
往復バスは利用せず、現地に直接集合、解散していただくことができるコースです。参加費は往復
バス利用と同額で返金はございません。旅行傷害保険は、集合場所から解散場所までとなります。
また、現地への移動の際に発生した事故等について、当社は一切責任を負いません。

冬01/NPO法人森のなりわい研究所 冬02/株式会社エスウッド 冬03/道の駅きりら坂下
冬05/NPO法人竹林救助隊 冬06/日本印刷株式会社

旅行条件書（抜粋）

冬04/岐阜県立森林文化アカデミー森林総合教育センターmorinos

詳しい旅行条件はお申し込みの際にWEBサイトでご確認ください。

1.募集型企画旅行契約
この旅行は㈱日本旅行（以下「当社」
といいます。）が企画・募集し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」
といいます。）
を締結することになります。
旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする、又は通知する確定書面（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旅行契約の成立
（1）当社は、本ツアー申込専用WEBサイトによる募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契
約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、翌日から起算して3日以内に、当社らに申込金（旅
行代金）の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らは、お申し込みはな
かったものとして取り扱います。
（２）前項の定めるところにより申込金の提出があったとき、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によ
ることとなります。
（3）旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
3.旅行中止の場合
お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て3日前にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知し、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
4.旅行代金に含まれるもの含まれないもの
（1）旅行日程に明示された交通費、食事代、入場料、体験費用、消費税等諸税、及び添乗員同行費用が含まれます。

参加登録
申込方法

❶お申込

❷受付完了

WEBにて承ります。

予約完了を通知します。

WEB（専用HP）エントリーから
アクセス後登録ください。

メールアドレスにて登録の
アドレスへ返信回答します。

お申込はこちらから

https://va.apollon.nta.co.jp/gifu2021/
お問い合わせ・旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第 2 号（社） 日本旅行業協会正会員

ホームページ 24時間アクセスO.K.! 旅のホット情報満載

総合旅行業務取扱管理者

株式会社 日本 旅 行 岐阜支店

（２）国内旅行傷害保険が含まれています。補償内容等の詳細については、お問合せください。
（3）旅行日程に記載のない交通費などの諸費及び追加飲食費など個人的性質の諸費用は含まれません。
5.お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
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。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。

取消日出発基準

ご旅行開始後の解除及び無連絡不参加

当日

前日

日帰りコース取消料

100％

50%

40%

2日前〜7日前 8日前〜10日前
30%

11日前

20%

無料

6.個人情報の取り扱いについて
①当社では、お客様からご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送、宿泊機関等の提供するサービス
の手配及び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その他、当社の個人情報の取り扱いにつきましては、当社ホームページ
（http://www.nta.co.jp）
をご参照ください。
③個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先 ㈱日本旅行岐阜支店（担当：伊東由文）TEL:058-265-7501
7.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2021年10月1日を基準としています。また旅行代金は2021年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準と
しています。

❸完了後 3 日以内に精算

❹最終日程表

❺当日

精算方法を選択の上、3日以内に予約確認
書記載の口座へ振込、又はクレジットカー
ドより参加費用をお支払いください。

ご出発の約1週間前に
ご 登 録 の アドレ ス へ
メールします。

最終日程表をご提示ください。
又、健康状態も確認します。

受付時に本人確認をします。

参加申込はWEBのみです。
〒500-8833 岐阜市神田町7-3-2

Tel 058-265-7501 Fax 058-266-7404

http://www.nta.co.jp/shop/shoplist/5576

伊東由文

●受付時間 11月12月 月・火・金・土 12:00〜17：00（水・木・日・祝 休業）
※年末年始、1月以降の営業についてはホームページでご確認ください

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

中相 21-017

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

