
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

※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。

～強い農業を目指して～

モデル農場見学会・セミナー参加者　募集！！

《農場№2020-03》

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、今年度最初の圃場となる福岡県の農場見学
会の開催についてご案内致します。 同じ農業を営む
方 と々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。

2020年 7月 22日（水）日帰り
10：00　福岡空港　　集合
10：40　新鳥栖駅　　集合
農場：福岡県小郡市干潟
最大20名まで参加可能
少数定員でじっくり見て話せる！

旅行期間

旅行代金

2020年 7月 22日（水）
　　　　　　　日帰り

7,000円（税込）
アグリカルチャークラブ会員

12,000円（税込）
ゲストメンバー

（写真イメージ　RUSHFARM株式会社様提供）
独自の効率化ツール「Agryell」 作物と環境に合わせた施設 受賞した「ゴールデンライム胡椒」

【第Ⅰ部 農場見学】
見どころ① 見どころ② 見どころ③

【第Ⅱ部 講演会】

『規模拡大に伴う効率化と、お客様から喜ばれる農場作りについて』
講師　株式会社RUSHFARM　代表取締役　永利　侑次 氏

施設温室150棟、4.8haと露地
12haをクラウドを活用した独自シ
ステム「Agryell」で効率的に管理。
栽培管理の効率化と労働生産性
が認められ、農林水産大臣賞受賞

ポイントは将来を見据えた農場作
り。地域の環境と栽培作物に合わ
せ、「強さ」と「収量」と「作業性」にこ
だわった農場計画で、自然災害へ
の対策と効率化を図っている。

独自ブランド「RushMama」を立ち上
げ、農林水産省主催の「フード・アク
ション・ニッポン・アワード2018」受賞
新たな販路を拡大し、農場としてのブ
ランド価値を高めている。

効率的な経営を実践
農林水産大臣賞受賞

環境、作物に合わせた
効率的な農場計画

独自ブランド
「RushMama」

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

独自のクラウドシステムを開発。効率的に大規模農場を経営し
農林水産大臣賞を受賞した 福岡県 株式会社RUSHFARM



   
 
 
 
 
  

  

 

 
 

 

 

（予定）  7月22日（水）日帰り

：2020年7月15日（水）
：祐徳自動車株式会社

：朝０回、昼１回、夜０回

ゲストメンバー 　　　　　12,000 円
7,000 円

：2020年7月22日（水）日帰り

10：00
10：40
11：00

12：30
14：30
15：00
16：30
17:00
17:30

福岡空港  出発 福岡空港　集合後　JR新鳥栖駅へ
その後レストランへ移動
ツアー日程説明・昼食

講演会
テーマ『規模拡大に伴う効率化と、お客様から喜ばれる農場作りについて』

農業見学（水菜、キュウリ、ナス）

JR新鳥栖駅、福岡空港着後 解散

新鳥栖駅  出発
レストラン 着

12：00 レストラン 発
㈱RUSHFARM 着
㈱RUSHFARM 発

会議室 発
会議室着

新鳥栖駅  着
福岡空港  着 ※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。

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。

〒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

旅行代金算出基準日　2020年5月29日※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。

【振込口座】三菱UFJ銀行　振込第二支店　普通　8651581　【口座名義】株式会社近畿日本ツーリスト首都圏

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

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：0440-2005-1001

2053

■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。

■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。

■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。

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％

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。

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
変更補償金の支払いが必要となる変更 １件あたりの率(%)

旅行開始前 旅行開始後

1.5 3.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

2.5 5.0

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
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。)
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
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
７．契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
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

■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

（１）所定の申込書に必要事項をご記入の上、申込締切日の7月15日（水）までに旅行代金（アグリカルチャ
ークラブ会員7,000円、ゲストメンバー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。

食事条件

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。



モデル農場見学会・セミナー　申込書

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏　御中 提出締切：　7月15日(水)必着

お申込日 :            　月　　　　日

1 フリガナ （姓） （名）

代表者
氏名

フリガナ

現住所

電話番号 FAX番号

携帯電話
*当日連絡が

取れる番号

E-mail

集合場所
までの交通

手段
□　電車　　　　　　　□飛行機　　　　　　　□自家用車　　　

□　会員の方 □非会員の方

□　個人　　　　□法人（２のご記入もお願いします。）

栽培作物

□　露地　　　　□ハウス ハウス面積

2
会社名

フリガナ

電話番号：
FAX番号：
携帯番号：

3
※　同伴者名簿

栽培作物

1

2

別紙パンフレットに記載の旅行条件に同意します。また、旅行手配の便宜等のために必要な範囲内で運送・宿泊機関等、保険
会社等へ個人情報の提供について同意のうえ、以下の旅行に申し込みます。

No.2020-03 見学先： 株式会社RUSHFARM

□ 男

□ 女

生年
月日

西暦　　　　年　　　月　　　日

（□昭和　□平成　　　年）

参加申込書返送先 FAX：043-222-9770　株式会社近畿日本ツーリスト首都圏　千葉支店

アグリ
カルチャー

クラブ

作型

法人勤務の
方

現住所

お名前 生年月日 ご職業

ウルトラネット会員の方は制御盤に記載されているルーター番号をご記入ください（　　　　　　）例Sedia123
アグリカルチャー会員の方は会員ＩＤをご記入下さい　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）


