《農場№2019-04》

モデル農場見学参加者

募集！
！

IT企業からのUターンで大規模ピーマン栽培。前職の経験を
生かしたデータ管理と効率的に設備投資する高知県㈱はぐみ農園
〜強い農業を目指して〜
さらに上を目指す農家の皆様のつながりの場を提供
する
「アグリカルチャークラブ」は、全国各地の篤農家
を巡る旅を実施しております。
この度、今年度4圃場目となる高知県の農場見学会
の開催についてご案内致します。 同じ農業を営む方
々との交流も深められる、貴重な体験になること間違
いなし‼奮ってご参加ください。

2019年 10月11日
（金）
日帰り
10：30 高知駅
集合
11：00 高知空港 集合
農場：高知県安芸市川北甲
最大20名まで参加可能

【第Ⅰ部 農場見学】

2019年 10月 11日
（金）
日帰り

旅行代金

アグリカルチャークラブ会員

7,000円（税込）

ゲストメンバー

12,000円（税込）

少数定員でじっくり見て話せる！

新たな設備、栽培方法へ挑戦

旅行期間

※集合場所までの交通費は自己負担となります。
※アグリカルチャークラブ会員はクラブにて
5,000円を負担しますので、
7,000円でご参加できます。

データと作物を照合し検証
今年完成の新施設
（写真イメージ 株式会社はぐみ農園様提供）

見どころ① 新たな取り組みに

見どころ② データ管理と

見どころ③ 高品質、
高収量に挑戦

IT企業で勤務した経験を活かし、
新しい技術、栽培方法等とにかく
自分で深く考え、想像し、目標と課
題を立ててPDCAを常に回し続け、
果敢に新技術にチャレンジ。

ハウス内環境データをどのように
収量に繋げていくか。そのポイント
は計測したデータとその時の作物
の状態との比較にある。その比較
方法とデータ活用について学ぶ。

創業から11年、毎年20％づつ売上を
伸長させ続けており、来年、再来年と
順調に伸長できるビジョンが固まっ
ている。前年伸長の為の高品質、高
収量への取り組みについて学ぶ。

果敢に挑戦

【第Ⅱ部 講演会】

設備投資のノウハウ

伸び続ける企業へ

『データに基づく環境制御と栽培管理。先を見据えた経営ビジョンについて』
講師 株式会社はぐみ農園 代表取締役社長 西内 直彦 氏
企画協力：

旅行企画・実施：

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
千葉支店

（予定）10月11日
（金）
日帰り
10：30
11：00
12：00
13：00
13：15
14：15
14：30
16：00

高知駅 出発
高知空港 出発
レストラン 着
レストラン 発
（株）はぐみ農園 着
（株）はぐみ農園 発
ホテルTAMAI 着
ホテルTAMAI 発
17:00 高知空港 着
17:30 高知駅 着

高知駅 集合後 高知空港へ
その後レストランへ移動
ツアー日程説明・昼食
農業見学（ピーマン）

講演会

テーマ『データに基づく環境制御と栽培管理。先を見据えた経営ビジョンについて』

高知空港、高知駅着後 解散

※帰りの時刻は当日のスケジュール、交通事情により多少前後することがあります。

：2019年10月11日
（金）
日帰り

7,000 円
12,000 円

ゲスト会員

食事条件：朝０回、昼１回、夜０回
：2019年10月4日
（金）
：㈱高知駅前観光

※アグリカルチャークラブ会員はクラブが5,000円を負担しますので、7,000円でご参加頂けます。

旅行代金算出基準日

2019年8月6日

（１）所定の申込書に必要事項をご記入の上、申込締切日の10月4日
（金）
までに旅行代金（アグリカルチャー
クラブ会員7,000円、
ゲスト会員12,000円）
を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金、取消料又は
違約料のそれぞれの一部または全額として取り扱います。
【振込口座】三菱UFJ銀行

振込第二支店

普通

8651594 【口座名義】株式会社近畿日本ツーリスト首都圏

■旅行代金に含まれるもの：①食事代金②貸切バス料金 ③農場見学費、懇談会費及び資料など
■旅行代金に含まれないもの：上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。
①集合場所までの交通費 ②障害、疾病に関する医療費 ③任意の旅行傷害保険料

お申し込みの際には詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）
をお受取り頂き、必ず内容を事前にご確認の上、お申込みください。
■取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあって
は10日目）から8日目までの取消

旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までの取消

旅行代金の30％

旅行開始日の前日

旅行代金の40％

旅行開始日当日
（旅行開始前）

旅行代金の50％

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合

旅行代金全額

①当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

■お客様に対する責任
（1）当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。た
だし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
（2）お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他（伝染病による隔離、自由行動中の事故
、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等）の当社の関与し得ない事由
により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
（3）お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人
15万円を限度（当社の故意又は重大な過失がある場合を除く）
として賠償します。
■お客様の責任
（1）お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければまりません。
（2）お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければばなりません。
（3）お客様は、旅行開始後に契約書面に掲載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに
当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
■個人情報の取扱いについて
(1)当社は、お申込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、電話番号をあらかじめ電子的方
法等で送付することによって提供いたします。
(2)当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、旅行手配
およびお客さまとの連絡等の為に必要な範囲内で、運送・宿泊機関、ツアーで提携の団体・企業（イベント主催会社等を含む）に提供いたします。
(3)当社、当社のグループ企業および当社と提携する企業等が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させて頂くことがあります。
(4)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 千葉支店
担当者：宮嶋

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-8 日進センタービル6階
総合旅行業務取扱管理者
児玉 靖生、橘 清志、金子政敏

管理番号：0440-1908-1007
2053

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所
での取引に関する責任者です。
このご旅行の契約に関し、担
当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく
上記の総合旅行業取扱管理者にご質問下さい。

■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損
害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2
万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(た
だし、一個又は一対についての補償限度は1O万円)を支払います。ただし、
日程表において、当社の手配による旅
行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補
償金が支払われない旨を明示した場合に限り、
「当旅行参加中」
とはいたしません。
■旅程保証
旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内
容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支
払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。
また、一旅行契約についての変更補償金の額が
1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行
代金に追加代金を加えた合計額です。
１件あたりの率(%)
変更補償金の支払いが必要となる変更
旅行開始前 旅行開始後
１．契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

1.0

2.0

1.0

2.0

４．契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

５．契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港
の異なる便への変更
６．契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経
由便への変更

1.0

2.0

1.0

2.0

７．契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

８．契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件
の変更
９．前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項
の変更

1.0

2.0

2.5

5.0

２．契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更
３．契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変
更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備
のそれを下回った場合に限ります。)
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