
Hotel Ridge

個人情報の取扱い　(1) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続
に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1] 当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 [2] 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い [3]アンケートのお願い [4] 特典サービスの提供 [5] 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ことがあります。(2) 当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らのグループ企業との間で
共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び各企
業における個人情報取扱管理者の氏名については、株式会社エアトラベル徳島のホームページ（httsp://www.air-travel.co.jp/）をご参照ください。
●徳島発着コースの利用予定バス会社：徳島バス・徳島バス南部・徳南交通・光ドリーム観光バス・阿波交通または契約バス会社 ※「貸切バス会社リスト」（当社Webサイトhttps://www.air-travel.jp/ 当社契約バス会社）をご覧ください。Webサイトをご
覧になれない方は当社へご請求ください。

海　外

本　社   〒770-0847徳島市幸町 1丁目 47番地 3 スタッフクリエイトビル

株式会社エアトラベル徳島

一般社団法人
イーストとくしま観光推進機構

観光庁長官登録旅行業第1982号  総合旅行業務取扱管理者：祖川 佐知子

フレンドリーツアー専用ダイヤル
☎088-625-0220

旅行企画実施

旅行企画協力 受託販売

インターネットなら24時間ご予約受付中！
エアトラベル徳島 検索https://www.air-travel.jp/

★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の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

●募集型企画旅行契約：（1）この旅行は、（株）エアトラベル徳島（徳島市幸町 1丁目47 番地 3 スタッフクリエイトビル2F　観光庁長官登録旅行業第 1982 号（以下｢当社｣といいます）が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。旅行条件は下記によるほか､別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発日迄にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期 :当社所定の旅行申込書（以下｢旅行申込書｣といいます｡）に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みください｡申込金は旅行代金をお支払いいただくときに､その一部として繰り入れます｡電話・郵便・ファクシミリ・
インターネット等でお申込の場合､当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して原則として３日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます｡尚､お申込金のお支払いが確認された時点でお申込みとして取り扱います。

旅行条件（要旨）※お申し込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

TOKUSHIMA Amazing Tour
JAPAN

国内申込金一覧表

●お申込みの条件：未成年の方のお申込は保護者の同意書が必要です。満 75 歳以上の方は医師の診断書の提出をお願いす
る場合があります。いずれの場合もお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。（満 80 歳以上
の方は、同伴者の同行を条件とさせていただきます。）
●旅行代金の適用：参加されるお客様のうち満１２歳以上は大人料金、満６歳以上（航空機利用コースは満３歳以上・クルーズ
利用コースは満２歳以上）１２歳未満の方は子供料金になります。
●旅行代金に含まれないもの：本パンフレットに含まれている旨表示してある交通費・観光料金・宿泊料金・食事料金・添乗
経費・その他特記事項にかかる経費以外は本ツアーには含まれていません。通常お客様が必要と思われるその一部を表示しま
す。（1）超過手荷物料金（2）クリーニング代・電報電話料・ホテルボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲料等個人
的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料（3）ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金（4）
傷害、疾患に関する治療費
●旅行契約内容・代金の変更：当社は、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、
当初の運航計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約の内容を変更す
ることがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予測される程度を大
幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
●お客様により旅行契約の解除：ア）お客様はいつでも、次に定める取消しを当社に支払って旅行契約を解除することができます。

イ）お客様は下記に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
（一部例示）（1）旅行契約内容にいかに例示する重要な変更が行われたとき。a. 旅行開始日または終了日の変更、b. 観光地・観
光施設・その他の目的の変更、c. 宿泊施設の変更、f. 宿泊施設の客室の種類・施設・景観の変更 （2）旅行代金が増額された
場合。（3）当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。 （4）当社が責に帰すべき事由により、当社の旅行日程通りの実施
が不可能になったとき。

●最少催行人員：お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった場合は中止することがあります。この場合は
旅行開始日の前日から起算して、13日目（日帰り旅行については、3日目）に当たる日より前に、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は、全額お返しします。
●当社の責任：当社はお客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上
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、一定の補償金及び見舞金を支払います。
●旅程保証：当社は、別表①に掲げる契約内容の需要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた
額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。（又は、お客様の了承の上、同等以上の価値のある物
品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。）

注 1：パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスとの間に
変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1件として取り扱います。
注 2：[9] に掲げる変更については、[1]～[8] の料率を適用せず、[9] の料率を適用します。
注 3：1件とは、運輸機関の場合 1乗車船毎に、宿泊機関の場合 1泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1該当事項毎に1件とします。
注 4：[4][7][8]に掲げる変更が 1乗船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注 5：[3][4] に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき 1件として取扱います。
注 6：[4] 運送機関の会社名の変更、[7] 宿泊危難の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注 7：[4] 運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
（2）当社は天災地変等の免責事項の場合は、変更補償金及び見舞金をお支払いいたしません。（3）変更補償金の額は、お客様お
ひとりに対して旅行代金 15%を限度とします。また、変更保証金の額が千円未満であるときは、お支払いいたしません。
●お客様の責任：お客様の故意又は過失、法令または公序良俗に反する行為または当社旅行業約款の規定を守らないことによ
り当社が被害を被った場合、当社は当該のお客様から損害賠償を申し受けます。

旅行代金（お一人様）
申込金

1万円未満
2,000 円

3 万円未満
6,000 円

6 万円未満
12,000 円

10 万円未満
20,000 円

15 万円未満
30,000 円

15 万円以上
旅行代金の 20%

旅行開始日の前日から起算して 旅行開始後の解除
及び無連絡不参加

変更保証金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更

[1] パンフレット又は確定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%
[2] パンフレット又は確定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 1.0% 2.0%

[4] パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
[5] パンフレット又は確定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 1.0% 2.0%
[6] パンフレット又は確定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%
[7] パンフレット又は確定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] パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
[9] 上記 [1]～[8] に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

[3] パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の等級また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パンフレット又は確定書面に記載した等及び設備のそれを下回った場合に限ります。） 1.0% 2.0%

旅行開始日以降
にお客様に通知
した場合

旅行開始日の前日
までにお客様に通
知した場合

旅行開始日の前日 旅行開始日の当日
11 日前まで

無 料 旅行代金の 20% 旅行代金の 30% 旅行代金の 40% 旅行代金の 50% 旅行代金の 100%

10 日～8日前 7日～2日前

日
帰
り
取
消
料

旅行開始日の前日から起算して

※旅行代金が所定に期日まで入金がなく、当社がお申込をお断りした場合も上記の取消料をお支払いいただきます。

旅行開始後の解除
及び無連絡不参加旅行開始日の前日 旅行開始日の当日

21 日前まで

無 料 旅行代金の 20% 旅行代金の 30% 旅行代金の 40% 旅行代金の 50% 旅行代金の 100%

20 日～8日前 7日～2日前
宿
泊
取
消
料

別表①　変更補償金（率）

Hotel Ridge is a luxury retreat that revels in 
beauty of the changing seasons and the quiet of 
nature without foregoing the visceral enjoyment 
of fine dining and luxury accommodation. Come 
experience the uncomplicated pleasure of this 
exquisite wellness resort.

All pictures are an example



You can taste seafood from Naruto Strait, which has a 
rich taste and texture nurtured by the Strait’s fast tidal 
currents.  The chef has full knowledge of local Naruto 
seafood and will cook it in the best way for you.  The 
orientation, with this special lunch, gives you an idea 
of the special 3 days of this tour. 

Day1 Wed., March 11, 2020

VIP room at AoAwo Naruto Resort （Orientation & Lunch）＝
Chartered Cruise on Naruto Strait＝Otsuka Museum of Art
（Specially Reserved for this tour, with dinner at the Sistine Hall）
＝Hotel Ridge

Day2 Thur., March 12, 2020
Hotel Ridge＝Hon-Aizome Yano Kojo（Workshop Tour & Indigo 
Dyeing Experience）＝Ryotei Shimada（Lunch at Japanese-style 
restaurant）＝Awaodori Kaikan（Tour & Awaodori Experience）＝
Hotel Ridge／Dinner & and a Performance of Ningyo Joruri, a 
traditional Japanese puppet show

Day3 Fri., March 13, 2020

Hotel Ridge＝Tokushima Castle Museum（Kimono Dressing 

Experience & Tea Ceremony& Iaido　&Japanese swords）＝

Kashino Club（Farewell Party）

Please note: 
The arrival or return time might not be on time due to the delay or cancelation of public transport, traffic jams, and 
any other reasons related to unforeseen circumstances.  Also, the schedule of some parts of the tour might be 
changed, shortened, or skipped for the same reasons.  When the weather situation is bad, Chartered Cruise  is 
canceled.
The base date for conditions of the tour and price calculation is November 19, 2019. 

Orientation in the VIP room at AoAwo Naruto Resort

“SETOUCHI” has been selected as No.1 on “The Cool List 2019” by National Geographic 
Traveler（UK）, and you can see the beautiful scenery and islands of the Seto Inland Sea 
while enjoying sake.  The specially chartered boat will welcome you with various local 
sakes brewed in Tokushima. 

Chartered Cruise on Naruto Strait

The museum has ceramic reproductions of world’s painting masterpieces which are 
actual size and are made from the white sand of Naruto.  You can appreciate more 
than 1,000 works collected in a relaxed atmosphere, specially reserved just for this 
tour.

The Special Guided Tour of painting
masterpieces at Otsuka Museum of Art 
（Specially reserved for this tour） 

You can enjoy the dinner while listening to the 
musical performance of a string quartet at the 
“Sistine Hall” in the museum, which is the 
exactly the same size as the Sistine Chapel in 
the Vatican Palace.

The Special Dinner with a String Quartet
in the Sistine Hall

You can experience indigo dyeing at this indigo workshop 
which has inherited the method known as “formal indigo 
dyeing with natural lye fermentation.”  
This way of  indigo dyeing has not 
changed since the Edo period （1603-1868）, 
and doesn’t use any chemicals, only 
“Sukumo”（dye made of fermented 
indigo leaves）.  The dye is made by 
Akihito Sato, who has been designated 
as an intangible cultural asset and 
Contemporary Master Craftsman by the 
Japanese government.

Indigo Dyeing Experience at Hon-Aizome Yano Kojo
～JAPAN BLUE～

Kaiseki Ryori was originally served before the tea ceremony, but now is known as a 
traditional Japanese meal brought in courses.  These dishes express the 4 seasons in 
Japan, not only with the food but also in the space (room) where you have it.  At the 
same time with “geiko” you experience some of the culture of Awa (the old name for 
Tokushima), which the merchants of indigo once used to entertain their customers.

Experience Culture of Awa & Lunch at Shimada

Awa-odori is one of the traditional performing arts in Japan, and has a history of more 
than 400 years.  You can experience the fascination of this tradition, its powerful 
energy, and its beautiful dancing - while creating a new “Awa-odori” performance on 
the stage with dancers who are also fashion models. 

Experience of Awa-odori

The performance of Awa Ningyo Joruri (traditional puppet show) has moved many 
people, and has been loved for hundreds of years since the Edo period.  You can feel 
the art of tradition with this special performance.  The puppet show has been 
performed at the Noson Butai (Farming village stages), and the number of these 
existing stages in Tokushima is the highest in Japan.

Watching the performance of Ningyo Joruri,
a traditional Japanese puppet show at Hotel Ridge

It can be said that the “Bushido” is the origin of Japanese spirits, and one of the 
bases is “Iai” which began during the Age of Civil Wars (the Sengoku period: 
middle of 15th to the middle of 16th century) and the beginning of Edo period 
(17th century).  You can see the performance this “Iaido” in front of you, and also 
look at real Japanese swords which were made by Japanese craftsmen with a 
master-hand.  Have a relaxing time at a tea ceremony which includes sweets in a 
“Yusan-bako” (a kind of traditional Japanese style lunchbox for picnics), and a 
performance of the Japanese harp.  You can also enjoy trying on a Kimono. 

See the performance of Iaido （art of drawing the Japanese
sword）, Japanese swords, and experience Kimono dressing
and tea ceremony at Tokushima Castle Museum

You will enjoy conversations about 
the precious memories during the 
tour while having a special lunch 
at this samurai’s residence, which 
was built hundreds of years ago.  
Sushi and Tempura made from 
local ingredients will be made 
before you as a live performance, 
to conclude your special journey. 

The farewell party at Kashino Club

Tour dates

Price

The tour will begin at AoAwo Naruto Resort in Naruto-shi,
 and end at Kashino Club in Matsushige-cho.  
（both in Tokushima prefecture）

◆ The maximum group size: 10 couples/pairs (20 people)
◆ The minimum group size for this tour is 10 people.
◆ Meals included　2 breakfasts, 3 lunches, 2 dinners
◆ A tour conductor will accompany you for this tour.
◆ This tour uses the following bus companies
　Tokushima Bus, Tokushima Bus Nanbu, or other contracted bus companies
◆ The hotel information for your stay
　Hotel Ridge 
　Address: 1-1, Nakayama, Oshimada, Seto-cho, Naruto-shi, Tokushima, 771-0367
　Phone: +81-88-688-1212

The application deadline Monday,February 10, 2020

Cooperation by East Tokushima Tourism Authority
Planned &Implemented by Air Travel Tokushima

Tour Code

KGP001

美しい
和菓子
美しい
和菓子

Tokushima Amazing Tour -The Golden Plan 2020-

Wed., March 11, 2020 ‒ Fri., March 13, 2020
LIMITED and the ONLY tour for this schedule

JPY 1,200,000-
（for 1 adult, when 2 people stay in a twin room）
Single supplemental charge is JPY 100,000-, 
added to the price above as an additional charge. 

All pictures are an example

Otsuka Museum of Art 


