【鳥取県 現地集合・解散 ２泊３日】

参加者募集！

ワーケーション・コレクティブインパクト 2022 in 鳥取
月面探査体験イメージ

Ⓒamulapo

Ⓒ鳥取県

【ワーケーション・コレクティブインパクト 2022 in 鳥取 テーマ】

“Web３.０時代のデジタル関係人口の創出”
鳥取プログラムならではの特別講師

伊藤 俊徳 氏
(一社)Work Design Lab
パートナー

岡本 圭司 氏
鳥取県北栄町
副町長

松下 慶太 氏
関西大学
社会学部 教授

佐藤 拓哉 氏
アローサル・テクノロジー(株)
代表取締役

田中 克明 氏

貝本 正紀 氏

(株)amulapo
代表取締役

コワーキングスペース TORICO
代表

※松下慶太氏は、１日目講義はオンライン、３日目講評は現地参加予定

画像はすべてイメージです

ご旅行日

令和４年１１月１６日(水)～１１月１８日(金)

旅行代金

４１,８００円

（税込・お一人様）

【税抜き３８,０００円】

【募集概要】
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●運 行 バス会 社
●募 集 人 数
●添
乗
員
●食
事
●申 込 締 切 日

【旅行企画・実施】
下記QRコードを読み取り、お申込みフォームからご予約ください。
41,800円（税込） ※ご予約後、お支払い方法をご案内します。
令和4年11月16日（水） 鳥取駅南口現地集合
鳥取県内（鳥取市、大山町、米子市、境港市）
鳥取市内：スーパーホテル鳥取駅前または同等クラス
米子市内：皆生温泉東光園または同等クラス
日ノ丸自動車
12名様（最少催行人数８名様）
なし（係員が同行します）
朝食2回、昼食1回、夕食2回
令和4年10月20日（木）17:00まで

※画像はすべてイメージです。
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認のうえお申込みください。
※募集人数に達した際は、参加をお断りすることがあります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。
※この旅行条件・旅行代金は2022年9月1日を基準日としています。

〔鳥取県知事登録旅行業第２-８０号〕
き

一般社団法人

り

ん

麒麟のまち観光局

〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町３ 東栄ビル３F
（一社）全国旅行業協会正会員
■総合旅行業務取扱管理者 石塚 康裕

℡ 0857-50-1785
↑ご予約はこちら↑

FAX 0857-50-1786
✉network@tottori-inaba.jp
【主催】 鳥取県
【協力】 とっとりワーケーションネットワーク

ワーケーション・コレクティブインパクト 2022 in 鳥取 概要
【Day1】11 月 16 日（水）
午前

【Day2】11 月 17 日（木）

≪各地から移動≫

午後

13:00
13:30～
15:10～
16:00～

現地集合（鳥取駅）
オリエンテーション・講義
事例発表／施設紹介
ワーク

夜間

18:00～ 交流会
19:00～ 夜の鳥取砂丘で月面探査体験

【Day3】11 月 18 日（金）

10:00～

ワーク

10:00～ グループごとのアウトプット・
審査・講評／施設紹介

13:30～

事例発表・ワークショップ

12:00

現地解散（米子空港・米子駅）

―
≪各地へ移動≫

ご宿泊

鳥取市内

米子市内

【ワーケーション・コレクティブインパクト】
テレワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、国立公園等、普段の職場とは異なる場所で地域の魅力に触れながら仕事を行う「ワーケーション」という手段を活用しながら、官民の垣根を越えて地域
の抱える課題を議論し、ポストコロナ社会における各分野のニューノーマルモデルを地域から全国へ発信します。
■主催：ワーケーション自治体協議会・総務省
■共催：一般社団法人日本経済団体連合会・公益社団法人日本観光振興協会・一般社団法人日本テレワーク協会
■協力：株式会社パソナ JOB HUB

【SAND BOX TOTTORI】

【TORICO】

【サインインコワーキングオフィス】

鳥取が誇る、国立公園「鳥取砂丘」を一望できるワークプレイス

日本海が一望できるオーシャンビューのワークプレイス

山陰の「街づくり」に参加する、会員制コワーキングスペース

■〒680-0001 鳥取県鳥取市浜坂 1390-224
■営業時間 9:00～18:00(会員は 24 時間利用可)

■〒689-3221 鳥取県西伯郡大山町富長 159-1 BIKAI 2F
■営業時間 平日 10:00～20:00

■〒684-0033 鳥取県境港市上道町 3282
■営業時間 10:00～20:00 ※日曜は休み

このツアーは、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対策を実施して催行いたします。
ツアー催行に際しましては、皆様がご安心してご参加いただけますようスタッフ一同、精一杯努めて参りますが、お客さまにおかれましても
感染防止対策へのご協力をお願いいたします。
【旅行会社の対応】
●業務中にマスクを着用させていただきます。
●ソーシャルディスタンスに配慮した催行人数とさせていただきます。
●スタッフは、体温測定、体調管理を徹底します。
●バス乗降口などに消毒液を設置します。また、バス走行中は空気を常に循環、駐車中も可能な限り換気します。
●各業界のガイドラインを順守している観光・宿泊・食事施設を選定します。
【お客様へのお願い事項】
●定期的な手指消毒をお願いします。
●ツアー参加中のマスクの着用をお願いします。
●ツアー中はソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
●旅行参加者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合には、旅行会社へご連絡をお願いします。
●連絡先情報を保存させていただきます。

ご旅行条件のご案内【要約】 お申込み前に必ずお読みください（このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。）

ジュ

●募集型企画旅行契約
この旅行は一般社団法人麒麟のまち観光局（以下「当社」という）が企画・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」という）を締結することになります。また、旅行契約の内容、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）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行
業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申込み及び契約成立時期
1.所定の申込書（申込フォーム）に所定の事項を記入し、お申込みいただきます。
2.お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。
3.当社は、WEB等の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。

●旅行者の責任
当社は、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、お客様から損害の賠償を申し受けます。

●特別補償
当社は、当社又は当社手配代行者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づ
き、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、生命又は手荷物上に被った一定の損
害について、所定の補償金又は見舞金を支払います。

●その他 旅行のお申込み及び契約成立時期
1.最少催行人員に満たない場合は旅行を中止することがあります。
2.旅行代金には消費税等諸税が含まれています。
3.紙面にて掲載の発着時刻・場所・経路は予定です。出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面にて確定します。
4.旅行代金には、パンフレットに記載された日程の交通費、参加料等も含みます。これらの費用は、お客様の都合により一部利
用されなくても払い戻しいたしません。
5.この旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」によります。

●旅行代金のお支払い
旅行代金は、予約受付後、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
取消日（出発日の前日から起算してさかのぼって）
取消料（お一人様）
10日前
旅行代金の20％
7日前
旅行代金の30％
当日
旅行代金の50％

●個人情報の取り扱いについて

●当社による旅行契約の解除
次の場合、当社は旅行開始前に募集型企画旅行を解除する場合があります。
・代金不払い、申込条件の不適合、病気、団体行動への支障、当社の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施が不可能
な場合等。

1.当社は、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
2.当社は、お客様がお申込みになられた運送、宿泊その他の旅行に関するサービスを手配するために必要な範囲で情報を
収集し利用します。
3.当社は、お客様に関する個人情報を、お客様へ新しい旅行商品やサービス情報等をご案内する際に利用する場合がご
ざいます。希望されないお客様は、あらかじめお申し出ください。

【旅行条件・旅行代金の基準】

●当社の責任
1.当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた
ときは、その損害を賠償する責に任じます。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.旅行者が天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公庁の命令その他の当社又は当社手
配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うもので
はありません。
3.当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項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、旅行者1名につき15万円を限度（当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます）として賠償します。

この旅行条件は、2022年9月1日を基準としています。
また、旅行代金は2022年9月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

■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。
このご旅行の契約に関し、ご不明の点がございましたらご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

【旅行企画・実施】 お問い合わせ・お申し込み先

☎0857-50-1785

〔鳥取県知事登録旅行業第 2-80 号〕
き

一般社団法人

り

ん

麒麟のまち観光局

〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町 3 東栄ビル 3F
■総合旅行業務取扱管理者 石塚 康裕

(一社)全国旅行業
協会正会員

FAX 0857-50-1786
✉ network@tottori-inaba.jp

【主催】
【協力】 とっとりワーケーションネットワーク

