
※写真はイメージです。

広大な竹林で春の味覚の代表『竹の子』を自分の手で収穫して、お持ち帰りいただけます。竹の子掘り体験
だけでなく、竹からオリジナルの箸を一膳お作りいただける箸作り体験も♪昼食は贅沢な竹の子づくし料理
を堪能！午後からは、昨年完成した国内有数の『木質バイオマス発電設備』の工場見学へ！竹を原料にした「竹
紙」でメモ帳つくりも楽しめます。大人も子どもも楽しめるプレミアムな大満足ツアーです！

【集合場所】川内駅東口（バス停車場）
【所在地】鳥追町1-1（東口バス停車場）
【定員】20名（最少催行人数15名）
【準備するもの】動きやすい服装
【予約期限】3月11日（金）までに要予約
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）
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Canpak

Premium Plan
プレミアムプラン

薩摩川内市の春の魅力を
体験してみませんか？

2016 3.12.sat-3.20.sun
予約受付
スタート

2/19.fri

Plan01『春のプレミアム体験！旬な味覚♪竹の子掘り・味覚体験＆最新エネルギー工場見学・竹紙メモ帳つくり大満足バスツアー!!』・
Plan02『東シナ海に浮かぶ国定公園指定の楽園「甑島」へLET’S GO！大満足！きゃんぱく春の周遊日帰りツアー♪』適用の
ご旅行条件書です。その他プランは各項目をご確認ください。（取消料は全プラン共通）

①募集型企画旅行契約
⑴この旅行は株式会社薩摩川内市観光物産協会（以下「当社」といいます）が旅行企画･主
催するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」といいます）を締結す
ることになります。
⑵旅行契約の内容･条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終
旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款主催旅行の部によります。

②旅行申し込みと契約の成立
⑴当社指定の旅行申込書にご記入の上、次に定める申込金を添えてお申し込み下さい。お
電話でお申し込みの場合は、お申し込みの翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を
提出していただきます。申込金は、旅行代金・取消料または違約金の一部として充当いた
します。
⑵旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立します。また、郵
送･ファクシミリでお申し込みの場合は、当社が申込書と申込金を受領後、お客様との旅行
契約を承諾する通知を出したときに成立するものとします。
⑶申込金は、旅行代金の 20％以上から旅行代金全額

③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日目に当たる日より前にお支
払い頂きます。
13日目前以降のお申込みの際は旅行代金と一緒にお申し込みください。

④旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した交通費、観光入園代及び旅行取り扱い料金、消費税等諸税が含まれて
います。

⑤旅行代金に含まれないもの
⑴旅行日程に含まれない交通費等の諸費用、別途料金のオプショナルツアー、超過手荷物
料金及び個人的性質の諸経費等前事項④項以外のものは旅行代金に含みません
⑵コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報･電話料等の個
人的性質の諸費用、それに伴う税・サービス料。

⑥取消料
旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を解除される場合には、旅行代金に対してお一人
様につき次に定める取消料を申し受けます。また複数人数のご参加で一部のお客様が取り
消した場合は、ご参加のお客様から運送･宿泊機関等のご利用人数の変更に対する差額代金
を頂きます。

⑦旅程管理・添乗員
当チラシに記載のコースにおいて添乗員が同行いたします。

⑧特別補償
当社は、お客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然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当社旅行業約款主催旅行の部特別補償規定により、一定
の補償金及び見舞金を支払います。

⑨最少催行人員
15 名

⑩旅行代金・旅行条件の基準
この旅行条件は、2015年 12月１日を基準としています。また、旅行代金は2015年 12月
1日現在有効な運賃・料金・適用規則に基づいて算出します。

⑪その他
当社はいかなる場合も旅行の再実施をいたしません。

●（株）薩摩川内市観光物産協会（以下「当社」といいます）は旅行申込の際に提出された
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、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送･宿泊機関等の提供するサービスの手配及
びそれらサービスの受領手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他⑴会社
及び会社と提携する企業の商品やその他、キャンペーンのご案内。⑵旅行参加後のご意見や
ご感想の提供のお願い。⑶アンケートのお願い。⑷特典サービスの提供。⑸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ございます。
●当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメー
ルアドレスなどのお客様へのご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。当社グループ企業は、それ
ぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案内やご購入いただいた商品の発送などの
ために、これを利用させていただくことがございます。

株式会社 薩摩川内市観光物産協会 本社営業所　 　　　　
鹿児島県知事登録旅行業　地域 -236
総合旅行業取扱管理者　白肌　聖子
 株式会社 薩摩川内市観光物産協会
〒895-0024 薩摩川内市鳥追町１－１
（TEL 0996-25-4700）
代表取締役　今藤　尚一
一般社団法人　全国旅行業協会　正会員
 《募集型企画旅行実施可能地域》
阿久根市／いちき串木野市／姶良市／鹿児島市／霧島市／薩摩郡さつま町／日置市／出水市 
 〒895-0024 薩摩川内市鳥追町１－１（ＪＲ川内駅２階）
TEL：0996-25-4700 FAX：0996-25-4739

ご旅行条件書（要約）お申し込みの際には必ず「当社取引条件書（全文）」を
お受け取りの上、充分にお読みください。

個人情報の取扱いについて

企画・実施

取消日 取消料
①14日目にあたる日以前の解除 無　料
②13日目にあたる日以降の解除 (③～⑥を除く ) 旅行代金の 20％
③7日目にあたる日以降の解除 (④～⑥を除く ) 旅行代金の 30％
④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％
⑤旅行開始日の当日の解除 旅行代金の 50％
⑥無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の 100％
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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。この旅行契約に関して、担当者か
らの説明にご不明な点があれば、ご遠慮な
く取扱管理者にお訊ねください。

9:00～

国産竹10%の紙を使用しています。

春のプレミアム体験！旬な味覚♪
竹の子掘り・味覚体験＆最新エネルギー工場見学・
竹紙メモ帳つくり大満足バスツアー !!

Schedule
8：45
9：00
9：30～10：30

11：30～12：30

13：00～14：30 

14：45

川内駅東口（集合・受付）
出発
竹の子堀り体験（樋脇町市比野）
竹細工製作（箸つくり）
昼食（樋脇保健センター）
※竹の子づくし料理
中越パルプ川内工場へ
木質バイオマス発電設備見学・
竹紙メモ帳つくり
川内駅解散予定

スケジュール

3月19日（土）
8：45（集合）～
14：45（解散予定）

Date Price
2,980円/１名
※制作費、昼食代込み
※竹の子掘り体験は、
お一人様1本までお持ち帰り。

きゃんぱくは、全て予約制、先着順に受け付けます
● 各プランにより予約期限が異なりますので、ご確認の上、お申し込みください。
● 最少催行人員に達しない場合は、原則催行を中止します。また、天候等により実施
できないプランもありますので、あらかじめご了承ください。中止の際は、実施者
よりご連絡いたします。

●裏面の旅行条件書はプラン01・02適用ですが、取消料は全プラン共通です。
● キャンセルについては取消料が発生する場合があります。詳細はチラシ裏面の「ご
旅行条件書」をご一読いただき、必ず、事務局へお早めにご連絡ください。

●当日は、プラン開始15分前迄に各集合場所までお越しください。
● プラン掲載写真は、概ねイメージとなりますので実際と異なる場合がございま
す。

●プランは全て保険加入となっております。
● 参加料金のお支払いにつきましては、概ねプラン01・02以外当日会場でのご精算
となります。

● 各プランについては、お客様のご都合により、一部利用されなくても参加料金の
払い戻しはいたしません。

事務局
予　約

平成28年

☎0996-23-9889
http://canpak.jpホームページ

予約受付スタートです。

●きゃんぱく事務局（薩摩川内市観光物産協会内）

※電話、ホームページにて申し込み可能です。
【受付時間】９:00～17:00（土日祝日は除く）
プラン番号、プラン名、参加者のお名前、連絡先電話番号などをお伝えください。

２月19日（金）9時より

※『きゃんぱく』とは、鹿児島弁で「いらっしゃいませ」という意味の「きやんせ」と「博覧会」を足した「薩摩川内スピリッツ・きやんせ博覧会」の愛称です。

〒895-0024 鹿児島県薩摩川内市鳥追町1-1(川内駅2階)

和洋菓子、海産品、畜産品、製茶、焼酎など薩摩川内市の商品が揃う場所。
駅市-薩摩川内-をよろしくお願いいたします。

「駅市-薩摩川内-」オープン!!!
Information

「薩摩川内市を訪れるお客様に、薩摩川内市の事業者が真心込めて作り上げた
商品や思いを込めて仕入れた商品でおもてなしをする」というコンセプトの下、
駅を市場のように活気あふれる場所にしたい、という思いから「駅市」という名称で
2015年12月23日にグランドオープンいたしました。

〒895-0024 
鹿児島県薩摩川内市鳥追町1-1(川内駅西口１階）
〔営業時間〕8:30～18：30（変更する場合あり）
TEL：0996-20-7800

川内駅西口１階に、



春うらら✿甑島の大自然をゆったり、のんびり散策♪上甑島編では、「観光船かのこ」で超ド級！奇岩の迫力を
体感！下甑島編では、緑に囲まれた美しい滝を訪れ、マイナスイオンを浴びてリラックス！甑島でしか味わ
えない『新鮮な海の幸』を存分に味わえ、快適な高速船の旅で、景色も、食も堪能できる大満足の日帰りツアー!!

【集合場所】川内港ターミナル待合所
【所在地】港町6131-23
【定員】20名（最少催行人数15名）
【予約期限】３月４日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

【集合場所】川内港ターミナル待合所
【所在地】港町6131-23
【定員】20名（最少催行人数15名）
【予約期限】３月11日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

東シナ海に浮かぶ国定公園指定の楽園「甑島」へLET’S GO！
大満足！きゃんぱく春の周遊日帰りツアー♪

大迫力の奇岩を
　体感できる旅！
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3月12日（土）
8：25（集合）～
17：30頃（解散予定）

大人15,800円/1名
小人11,000円/1名Date Price

Schedule
8:25
8:50
9:40
10:20

16:30
17:20
17:30

川内港ターミナル集合・受付　
出発　※高速船甑島へ乗船
里港ターミナル着
中甑港発　『観光船かのこ』に乗船　
夢の2時間クルージング
（迫力ある甑島の姿！鹿島断崖、鶴穴、ナポレオン岩等）
昼食『寿し膳かのこ』（海の幸を贅沢に堪能！）
甑大明神橋・鹿の子大橋
木の口展望所、田之尻展望所
貝池・なまこ池・長目の浜
里港ターミナル着
里港ターミナル出発
川内港ターミナル着
解散予定

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

スケジュール

Schedule
9：50
10：00
11：15
11：20
12：00
13：00

旧増田家住宅集合・受付
そば打ち体験
体験終了
入来麓武家屋敷群散策
旧増田家住宅にて昼食（そば・田舎料理）
解散予定

スケジュール

Schedule
8:25
8:50
10:25

15:45
17:20
17:30

川内港ターミナル集合・受付　
出発　※高速船甑島へ乗船
長浜港ターミナル着
鳥ノ巣山展望所・鹿島支所（恐竜化石展示）
昼食『トラットリア OTTO８』
（甑島名産の甘～いタカエビを使用した
贅沢丼ぶり！ここでしか味わえません！）
瀬尾観音三滝　 
玉石アート作り体験　 
長浜港ターミナル着
長浜港ターミナル出発
川内港ターミナル着
解散予定

スケジュール

スケジュール

1～2色の色の組み合わせで出来ている沢山のボト
ル達。あなた自身の感覚、直感を何よりも大事にし
てください。ボトルを通してお話してみませんか♪

前回開催の『きゃんぱくシーズンプラン』でも大好評
の大人気プログラム !! リクエストによりプレミアム
プランでも開催いたします♪

医療グレードのアロマオイルと水晶球を使って行う
次世代ハンドセラピー。手を慈しむことでいつの間
にか心も解放されて癒されていきます。

きゃんぱく人気企画！
ごほうび体験♪

住所：〒895-0012 鹿児島県薩摩川内市平佐1-86　TEL：0996-23-5111　FAX：0996-25-1704(薩摩川内市 企画政策部 新エネルギー対策課)　
開館時間：9:00～17:00(毎週月曜は休館)　Facebook：https://www.facebook.com/SatsumasendaiSmartHouse

薩摩川内市スマートハウスでは「薩摩川内市らしい、
これからのライフスタイル」を発信・提案しています。

国指定重要文化財『旧増田家住宅』で和の雰囲気に包ま
れながら、自分で打った出来立てのお蕎麦をその場で味
わう、特別な『そば打ち体験』をしませんか♪地元のお
母さんたち手作りの田舎料理にも舌鼓♪武家屋敷群も散
策しながら春の入来を思いっきり体感しましょう！
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旧増田家住宅de
特別な「そば打ち体験」＆
ここでしか味わえない田舎料理を満喫♪　

“未来の暮らしを体験できるモデルハウス”として、快適な居住空間のなかに24もの最新の
エネルギー設備を備えています。開館時間内でしたら見学はもちろんのこと、館内でご自由
に過ごしていただくこともできます。
随時イベント等も開催しておりますので、ぜひお気軽に遊びにいらしてください。

S M A R T HOU S E

上甑島編

3月19日（土）
8：25（集合）～
17：30頃（解散予定）

大人13,000円/1名
小人9,000円/1名Date Price

course 1 下甑島編course 2

トで
！

3月13日（日）
9：50（集合）～
13：00（解散予定）

Date

Price

【集合場所・会場】旧増田家住宅
【所在地】入来町浦之名77
【定員】20名（最少催行人数10名）
【準備するもの】エプロン、三角巾、動きやすい服装
【予約期限】3月7日（月）までに要予約
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

1,800円/１名
※そば材料、昼食、ガイド代込み

【指導者】あるがまま 
【集合場所・会場】薩摩川内市スマートハウス
【所在地】平佐1-86
【定員】①～⑤各1名（最少催行人数1名）
【予約期限】3月11日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

オーラソーマ体験

3月13日（日）
①10：00～11：00
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：00～15：00
⑤15：00～16：00
※各1名で約45分間の
セッションを行います。

Date Price

course 1

【指導者】AROMA HAND FABセラピスト3名
【集合場所・会場】薩摩川内市スマートハウス
【所在地】平佐1-86
【定員】①～⑤各3名（最少催行人数1名）
【予約期限】3月11日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月13日（日）
①10：00～11：00
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：00～15：00
⑤15：00～16：00
※各3名で約40分間

Date

course 2

AROMA HAND FABで心と手を癒す時間

2,000円/１名
※ドリンク代込み

Price 2,000円/１名
※ドリンク代込み

絶景とパワースポットで
癒しを体感できる旅！

●

●マルナカ

SMART HOUSE

川
内
駅

西
口

東
口
エブリ
ワン

●東横イン

●山形屋

●薩摩蒸気屋

●ルートイン
●

全行程添乗員同行！
初めてでもお一人でも

安心！

少人数で
ゆっくりじっくりとご

案内！

嬉しいプレゼント付き
！

川内のまちをクイズに答えながら楽しくぶらぶら歩き。意外な歴史物語や自分だけのお気に入りスポットを
見つけてみませんか？最後は新スポット「駅市 -薩摩川内 -」でのお買い物もお楽しみいただけます♪

【ガイド】NPO法人かごしま探検の会 代表 東川隆太郎さん
【集合場所】川内駅西口駅 1階物産館前（駅市-薩摩川内-）
【所在地】鳥追町1-1（川内駅西口駅前）
【会場】川内市街地周辺
【定員】30名（最少催行人数15名）
【準備するもの】まち歩きできる服装
【予約期限】3月16日（水）までに要予約
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

Plan

04
クイズでポン!! 川内ぶらぶら町なか散歩

Schedule
9：50
10：00～11：30

12：00

川内駅出発
川内市街地周辺散策
(行先は当日までのお楽しみ！)
川内駅　※駅市-薩摩川内-
（お買い物、つけ揚げ試食）
解散予定

スケジュール３月20日（日）
9：50（集合）～12：00（解散予定）

Date Price 1,000円/１名

かごしま探検の会　東川隆太郎さん
1972年鹿児島市生まれ。自他共に認める「まち歩き」のプロ。NPO法人
まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事。自身幼少の頃
から温泉に親しんでおり、その土地の温泉に浸るのが楽しみ。



春うらら✿甑島の大自然をゆったり、のんびり散策♪上甑島編では、「観光船かのこ」で超ド級！奇岩の迫力を
体感！下甑島編では、緑に囲まれた美しい滝を訪れ、マイナスイオンを浴びてリラックス！甑島でしか味わ
えない『新鮮な海の幸』を存分に味わえ、快適な高速船の旅で、景色も、食も堪能できる大満足の日帰りツアー!!

【集合場所】川内港ターミナル待合所
【所在地】港町6131-23
【定員】20名（最少催行人数15名）
【予約期限】３月４日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

【集合場所】川内港ターミナル待合所
【所在地】港町6131-23
【定員】20名（最少催行人数15名）
【予約期限】３月11日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

東シナ海に浮かぶ国定公園指定の楽園「甑島」へLET’S GO！
大満足！きゃんぱく春の周遊日帰りツアー♪

大迫力の奇岩を
　体感できる旅！

Plan

02

Plan

05

3月12日（土）
8：25（集合）～
17：30頃（解散予定）

大人15,800円/1名
小人11,000円/1名Date Price

Schedule
8:25
8:50
9:40
10:20

16:30
17:20
17:30

川内港ターミナル集合・受付　
出発　※高速船甑島へ乗船
里港ターミナル着
中甑港発　『観光船かのこ』に乗船　
夢の2時間クルージング
（迫力ある甑島の姿！鹿島断崖、鶴穴、ナポレオン岩等）
昼食『寿し膳かのこ』（海の幸を贅沢に堪能！）
甑大明神橋・鹿の子大橋
木の口展望所、田之尻展望所
貝池・なまこ池・長目の浜
里港ターミナル着
里港ターミナル出発
川内港ターミナル着
解散予定

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

スケジュール

Schedule
9：50
10：00
11：15
11：20
12：00
13：00

旧増田家住宅集合・受付
そば打ち体験
体験終了
入来麓武家屋敷群散策
旧増田家住宅にて昼食（そば・田舎料理）
解散予定

スケジュール

Schedule
8:25
8:50
10:25

15:45
17:20
17:30

川内港ターミナル集合・受付　
出発　※高速船甑島へ乗船
長浜港ターミナル着
鳥ノ巣山展望所・鹿島支所（恐竜化石展示）
昼食『トラットリア OTTO８』
（甑島名産の甘～いタカエビを使用した
贅沢丼ぶり！ここでしか味わえません！）
瀬尾観音三滝　 
玉石アート作り体験　 
長浜港ターミナル着
長浜港ターミナル出発
川内港ターミナル着
解散予定

スケジュール

スケジュール

1～2色の色の組み合わせで出来ている沢山のボト
ル達。あなた自身の感覚、直感を何よりも大事にし
てください。ボトルを通してお話してみませんか♪

前回開催の『きゃんぱくシーズンプラン』でも大好評
の大人気プログラム !! リクエストによりプレミアム
プランでも開催いたします♪

医療グレードのアロマオイルと水晶球を使って行う
次世代ハンドセラピー。手を慈しむことでいつの間
にか心も解放されて癒されていきます。

きゃんぱく人気企画！
ごほうび体験♪

住所：〒895-0012 鹿児島県薩摩川内市平佐1-86　TEL：0996-23-5111　FAX：0996-25-1704(薩摩川内市 企画政策部 新エネルギー対策課)　
開館時間：9:00～17:00(毎週月曜は休館)　Facebook：https://www.facebook.com/SatsumasendaiSmartHouse

薩摩川内市スマートハウスでは「薩摩川内市らしい、
これからのライフスタイル」を発信・提案しています。

国指定重要文化財『旧増田家住宅』で和の雰囲気に包ま
れながら、自分で打った出来立てのお蕎麦をその場で味
わう、特別な『そば打ち体験』をしませんか♪地元のお
母さんたち手作りの田舎料理にも舌鼓♪武家屋敷群も散
策しながら春の入来を思いっきり体感しましょう！

Plan

03
旧増田家住宅de
特別な「そば打ち体験」＆
ここでしか味わえない田舎料理を満喫♪　

“未来の暮らしを体験できるモデルハウス”として、快適な居住空間のなかに24もの最新の
エネルギー設備を備えています。開館時間内でしたら見学はもちろんのこと、館内でご自由
に過ごしていただくこともできます。
随時イベント等も開催しておりますので、ぜひお気軽に遊びにいらしてください。

S M A R T HOU S E

上甑島編

3月19日（土）
8：25（集合）～
17：30頃（解散予定）

大人13,000円/1名
小人9,000円/1名Date Price

course 1 下甑島編course 2

トで
！

3月13日（日）
9：50（集合）～
13：00（解散予定）

Date

Price

【集合場所・会場】旧増田家住宅
【所在地】入来町浦之名77
【定員】20名（最少催行人数10名）
【準備するもの】エプロン、三角巾、動きやすい服装
【予約期限】3月7日（月）までに要予約
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

1,800円/１名
※そば材料、昼食、ガイド代込み

【指導者】あるがまま 
【集合場所・会場】薩摩川内市スマートハウス
【所在地】平佐1-86
【定員】①～⑤各1名（最少催行人数1名）
【予約期限】3月11日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

オーラソーマ体験

3月13日（日）
①10：00～11：00
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：00～15：00
⑤15：00～16：00
※各1名で約45分間の
セッションを行います。

Date Price

course 1

【指導者】AROMA HAND FABセラピスト3名
【集合場所・会場】薩摩川内市スマートハウス
【所在地】平佐1-86
【定員】①～⑤各3名（最少催行人数1名）
【予約期限】3月11日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月13日（日）
①10：00～11：00
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：00～15：00
⑤15：00～16：00
※各3名で約40分間

Date

course 2

AROMA HAND FABで心と手を癒す時間

2,000円/１名
※ドリンク代込み

Price 2,000円/１名
※ドリンク代込み

絶景とパワースポットで
癒しを体感できる旅！

●

●マルナカ

SMART HOUSE

川
内
駅

西
口

東
口
エブリ
ワン

●東横イン

●山形屋

●薩摩蒸気屋

●ルートイン
●

全行程添乗員同行！
初めてでもお一人でも

安心！

少人数で
ゆっくりじっくりとご

案内！

嬉しいプレゼント付き
！

川内のまちをクイズに答えながら楽しくぶらぶら歩き。意外な歴史物語や自分だけのお気に入りスポットを
見つけてみませんか？最後は新スポット「駅市 -薩摩川内 -」でのお買い物もお楽しみいただけます♪

【ガイド】NPO法人かごしま探検の会 代表 東川隆太郎さん
【集合場所】川内駅西口駅 1階物産館前（駅市-薩摩川内-）
【所在地】鳥追町1-1（川内駅西口駅前）
【会場】川内市街地周辺
【定員】30名（最少催行人数15名）
【準備するもの】まち歩きできる服装
【予約期限】3月16日（水）までに要予約
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

Plan

04
クイズでポン!! 川内ぶらぶら町なか散歩

Schedule
9：50
10：00～11：30

12：00

川内駅出発
川内市街地周辺散策
(行先は当日までのお楽しみ！)
川内駅　※駅市-薩摩川内-
（お買い物、つけ揚げ試食）
解散予定

スケジュール３月20日（日）
9：50（集合）～12：00（解散予定）

Date Price 1,000円/１名

かごしま探検の会　東川隆太郎さん
1972年鹿児島市生まれ。自他共に認める「まち歩き」のプロ。NPO法人
まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事。自身幼少の頃
から温泉に親しんでおり、その土地の温泉に浸るのが楽しみ。



※写真はイメージです。

広大な竹林で春の味覚の代表『竹の子』を自分の手で収穫して、お持ち帰りいただけます。竹の子掘り体験
だけでなく、竹からオリジナルの箸を一膳お作りいただける箸作り体験も♪昼食は贅沢な竹の子づくし料理
を堪能！午後からは、昨年完成した国内有数の『木質バイオマス発電設備』の工場見学へ！竹を原料にした「竹
紙」でメモ帳つくりも楽しめます。大人も子どもも楽しめるプレミアムな大満足ツアーです！

【集合場所】川内駅東口（バス停車場）
【所在地】鳥追町1-1（東口バス停車場）
【定員】20名（最少催行人数15名）
【準備するもの】動きやすい服装
【予約期限】3月11日（金）までに要予約
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

Plan

01

Canpak

Premium Plan
プレミアムプラン

薩摩川内市の春の魅力を
体験してみませんか？

2016 3.12.sat-3.20.sun
予約受付
スタート

2/19.fri

Plan01『春のプレミアム体験！旬な味覚♪竹の子掘り・味覚体験＆最新エネルギー工場見学・竹紙メモ帳つくり大満足バスツアー!!』・
Plan02『東シナ海に浮かぶ国定公園指定の楽園「甑島」へLET’S GO！大満足！きゃんぱく春の周遊日帰りツアー♪』適用の
ご旅行条件書です。その他プランは各項目をご確認ください。（取消料は全プラン共通）

①募集型企画旅行契約
⑴この旅行は株式会社薩摩川内市観光物産協会（以下「当社」といいます）が旅行企画･主
催するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」といいます）を締結す
ることになります。
⑵旅行契約の内容･条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終
旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款主催旅行の部によります。

②旅行申し込みと契約の成立
⑴当社指定の旅行申込書にご記入の上、次に定める申込金を添えてお申し込み下さい。お
電話でお申し込みの場合は、お申し込みの翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を
提出していただきます。申込金は、旅行代金・取消料または違約金の一部として充当いた
します。
⑵旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立します。また、郵
送･ファクシミリでお申し込みの場合は、当社が申込書と申込金を受領後、お客様との旅行
契約を承諾する通知を出したときに成立するものとします。
⑶申込金は、旅行代金の 20％以上から旅行代金全額

③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日目に当たる日より前にお支
払い頂きます。
13日目前以降のお申込みの際は旅行代金と一緒にお申し込みください。

④旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した交通費、観光入園代及び旅行取り扱い料金、消費税等諸税が含まれて
います。

⑤旅行代金に含まれないもの
⑴旅行日程に含まれない交通費等の諸費用、別途料金のオプショナルツアー、超過手荷物
料金及び個人的性質の諸経費等前事項④項以外のものは旅行代金に含みません
⑵コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報･電話料等の個
人的性質の諸費用、それに伴う税・サービス料。

⑥取消料
旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を解除される場合には、旅行代金に対してお一人
様につき次に定める取消料を申し受けます。また複数人数のご参加で一部のお客様が取り
消した場合は、ご参加のお客様から運送･宿泊機関等のご利用人数の変更に対する差額代金
を頂きます。

⑦旅程管理・添乗員
当チラシに記載のコースにおいて添乗員が同行いたします。

⑧特別補償
当社は、お客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然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当社旅行業約款主催旅行の部特別補償規定により、一定
の補償金及び見舞金を支払います。

⑨最少催行人員
15 名

⑩旅行代金・旅行条件の基準
この旅行条件は、2015年 12月１日を基準としています。また、旅行代金は2015年 12月
1日現在有効な運賃・料金・適用規則に基づいて算出します。

⑪その他
当社はいかなる場合も旅行の再実施をいたしません。

●（株）薩摩川内市観光物産協会（以下「当社」といいます）は旅行申込の際に提出された
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、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送･宿泊機関等の提供するサービスの手配及
びそれらサービスの受領手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他⑴会社
及び会社と提携する企業の商品やその他、キャンペーンのご案内。⑵旅行参加後のご意見や
ご感想の提供のお願い。⑶アンケートのお願い。⑷特典サービスの提供。⑸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ございます。
●当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメー
ルアドレスなどのお客様へのご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。当社グループ企業は、それ
ぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案内やご購入いただいた商品の発送などの
ために、これを利用させていただくことがございます。

株式会社 薩摩川内市観光物産協会 本社営業所　 　　　　
鹿児島県知事登録旅行業　地域 -236
総合旅行業取扱管理者　白肌　聖子
 株式会社 薩摩川内市観光物産協会
〒895-0024 薩摩川内市鳥追町１－１
（TEL 0996-25-4700）
代表取締役　今藤　尚一
一般社団法人　全国旅行業協会　正会員
 《募集型企画旅行実施可能地域》
阿久根市／いちき串木野市／姶良市／鹿児島市／霧島市／薩摩郡さつま町／日置市／出水市 
 〒895-0024 薩摩川内市鳥追町１－１（ＪＲ川内駅２階）
TEL：0996-25-4700 FAX：0996-25-4739

ご旅行条件書（要約）お申し込みの際には必ず「当社取引条件書（全文）」を
お受け取りの上、充分にお読みください。

個人情報の取扱いについて

企画・実施

取消日 取消料
①14日目にあたる日以前の解除 無　料
②13日目にあたる日以降の解除 (③～⑥を除く ) 旅行代金の 20％
③7日目にあたる日以降の解除 (④～⑥を除く ) 旅行代金の 30％
④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％
⑤旅行開始日の当日の解除 旅行代金の 50％
⑥無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の 100％

旅
行
開
始
の
前
日
か
ら

起
算
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て

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。この旅行契約に関して、担当者か
らの説明にご不明な点があれば、ご遠慮な
く取扱管理者にお訊ねください。

9:00～

国産竹10%の紙を使用しています。

春のプレミアム体験！旬な味覚♪
竹の子掘り・味覚体験＆最新エネルギー工場見学・
竹紙メモ帳つくり大満足バスツアー !!

Schedule
8：45
9：00
9：30～10：30

11：30～12：30

13：00～14：30 

14：45

川内駅東口（集合・受付）
出発
竹の子堀り体験（樋脇町市比野）
竹細工製作（箸つくり）
昼食（樋脇保健センター）
※竹の子づくし料理
中越パルプ川内工場へ
木質バイオマス発電設備見学・
竹紙メモ帳つくり
川内駅解散予定

スケジュール

3月19日（土）
8：45（集合）～
14：45（解散予定）

Date Price
2,980円/１名
※制作費、昼食代込み
※竹の子掘り体験は、
お一人様1本までお持ち帰り。

きゃんぱくは、全て予約制、先着順に受け付けます
● 各プランにより予約期限が異なりますので、ご確認の上、お申し込みください。
● 最少催行人員に達しない場合は、原則催行を中止します。また、天候等により実施
できないプランもありますので、あらかじめご了承ください。中止の際は、実施者
よりご連絡いたします。

●裏面の旅行条件書はプラン01・02適用ですが、取消料は全プラン共通です。
● キャンセルについては取消料が発生する場合があります。詳細はチラシ裏面の「ご
旅行条件書」をご一読いただき、必ず、事務局へお早めにご連絡ください。

●当日は、プラン開始15分前迄に各集合場所までお越しください。
● プラン掲載写真は、概ねイメージとなりますので実際と異なる場合がございま
す。

●プランは全て保険加入となっております。
● 参加料金のお支払いにつきましては、概ねプラン01・02以外当日会場でのご精算
となります。

● 各プランについては、お客様のご都合により、一部利用されなくても参加料金の
払い戻しはいたしません。

事務局
予　約

平成28年

☎0996-23-9889
http://canpak.jpホームページ

予約受付スタートです。

●きゃんぱく事務局（薩摩川内市観光物産協会内）

※電話、ホームページにて申し込み可能です。
【受付時間】９:00～17:00（土日祝日は除く）
プラン番号、プラン名、参加者のお名前、連絡先電話番号などをお伝えください。

２月19日（金）9時より

※『きゃんぱく』とは、鹿児島弁で「いらっしゃいませ」という意味の「きやんせ」と「博覧会」を足した「薩摩川内スピリッツ・きやんせ博覧会」の愛称です。

〒895-0024 鹿児島県薩摩川内市鳥追町1-1(川内駅2階)

和洋菓子、海産品、畜産品、製茶、焼酎など薩摩川内市の商品が揃う場所。
駅市-薩摩川内-をよろしくお願いいたします。

「駅市-薩摩川内-」オープン!!!
Information

「薩摩川内市を訪れるお客様に、薩摩川内市の事業者が真心込めて作り上げた
商品や思いを込めて仕入れた商品でおもてなしをする」というコンセプトの下、
駅を市場のように活気あふれる場所にしたい、という思いから「駅市」という名称で
2015年12月23日にグランドオープンいたしました。

〒895-0024 
鹿児島県薩摩川内市鳥追町1-1(川内駅西口１階）
〔営業時間〕8:30～18：30（変更する場合あり）
TEL：0996-20-7800

川内駅西口１階に、




