
アメリカ合衆国本土での皆既日食は、38年ぶり！ 

いよいよ！2017年 8月 21日、アメリカ横断皆既日食！ 
-----------------------ツアーのポイント----------------------- 

☀観望地は曇天率 8%！ 

中心線直下のワイオミング州の州立公園です。 

☀前日から宿泊し、当日の移動はありません。 

交通混雑の心配なし！ 

☀前夜の満天星空観望も。観望三昧の 6日間です。 

☀30名様限定です。 

☀「星ナビ」でお馴染み。 

「あさだ考房」浅田英夫氏が同行講師です。 

←観望地・ボイセン州立公園（イメージ） 

2008年嘉峪関皆既日食（イメージ） 

浅田英夫氏撮影 



2017年8 月 19 日（土）発～8月 24日（木）：698,000円 
✤中部・成田空港施設使用料、アメリカ空港税、保安料、航空保険料は、別途必要です。 

（2016年 12月 5日現在の目安：11,370円） 

✤燃油特別付加運賃は、別途必要です。（2016年 12月 5日現在 0円ですが、今後変動する場合があります｡） 

✤出発日より 120日前までに正式にご予約された【JPA】の会員の方は上記代金より 5,000円優待割引となります｡お申込の際

に必ずお申し出ください｡ 

✤お一人部屋追加代金：80,000円（同姓同士の相部屋をご希望の方はご相談ください｡ご希望に添えない場合は、一人部屋追加代金が必要です｡） 

✤中部・成田空港発着（中部・成田同料金）  ✤添乗員・講師同行  ✤朝 4回昼 3回夕 4回（機内食は含みません） 

✤ユナイテッド航空及び全日空・エコノミー利用  ✤最少催行人員：25名 募集人員 30名様限定  

✤アメリカ電子渡航許可証（ESTA）が必要です。取得には、取得実費 14 ドルと別途手数料（2,160円）が必要です。 

✤利用する運輸機関・宿泊施設などの運賃・料金の大幅な改定により､旅行代金を変更する場合があります。 

増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、３０日目にあたる日より前にお知らせします。 
 

ご利用予定ホテル キャスパー/ラ・キンタ・イン（シャワーのみ） 

BOYSEN州立公園 Fremont Bay キャンプ場 （テント泊） 

デンバー/エンバシー スイーツ デンバー ダウンタウン コンベンション センター 

出
発
日
と 

旅
行
代
金 

BOYSEN州立公園 

Fremont Bay キャンプ場 

ボイセン州立公園内のキャンプ場です。 

水道、お手洗い（2 箇所）の設備がありま

すが、シャワー設備はありません。 

キャンプ場東側には貯水池が広がり、風が

なければ湖面に映る星空や日食もご覧い

ただけるかも？！ 

アメリカ合衆国 ボイセン 皆既日食 

2017年8月21日 

西経108°12′北緯43°16′ 

第1接触（部分食始まり）：10時19分 

第2接触（皆既食始まり）：11時39分 

食の最大：11時40分30秒 

第3接触（皆既食終わり）：11時41分 

第4接触（部分食終わり）：13時06分 

（現象時刻は暫定） 



2017年 8月 21日 米国皆既日食 観望の旅 

あさだ考房 浅田英夫氏同行解説 
 

2017年 8月 19日（土）～8月 24日（木） 6日間 中部/成田空港発着 

8/19 

（土） 

中部発 

成田着 

成田発 

サンフランシスコ着 

サンフランシスコ発 
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専用車 

中部空港より成田空港へ。 

（飛行時間/1時間15分） 

成田空港より、ユナイテッド航空にてサンフランシスコへ。 

（飛行時間/9時間30分） 

サンフランシスコ着後、乗り継いでデンバーへ。 

（飛行時間/2時間29分） 
 

レストランにて夕食後、ホテルへ。（約4時間・468ｋｍ） 

【キャスパー・ラ・キンタ・イン泊】 
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ボイセン州立公園 
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専用車 
朝食：ホテルにて早めの食事です。 

朝食後、ボイセンへ。（片道約2時間160Km） 

※大きなお荷物はホテルにおいておくことができます。 

08：30～12：00 

 BOYSEN州立公園にて、日食観望場所を下見  
 
昼食：ボイセン州立公園近郊の町・リバートンにて 

昼食後、リバートンにて、土産品、飲料など購入。 

 

午後：休息・自由行動。 

夕食：レストランまたはキャンプ場にて 

 

 キャンプ場にて、日食講座 （１時間位） 
 

【BOYSEN州立公園・Fremont Bay キャンプ場泊】 
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朝食：キャンプ場にて 

 

 皆既日食観望  

（10：20～13：06 西経108°12′北緯43°16′） 

BOYSEN州立公園・Fremont Bay キャンプ場 

 

昼食：リバートンにて 

夕食：キャスパーのレストランにて、成功乾杯！！ 

 

【キャスパー・ラ・キンタ・イン泊】 

朝 

 
 
 
 
 

昼 

夕 

8/22

（火） 

キャスパー 

デンバー 

 

08：00 

13：00 

 

午後 

 
 

20：00 

専用車 朝食後、専用車にてデンバーへ。（約 4時間・468ｋｍ） 

昼食：デンバーにて。 

 

デンバー市内観光 

（ビートルズもコンサートを行ったレッドロックス、デンバー自然科学博物

館） 

夕食：レストランにて 

 

【デンバー・ザ・カーティス泊】 
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朝食後、デンバー空港へ。 

デンバーより、ユナイテッド航空にて成田へ。 

（飛行時間/11時間40分） 

【機内泊】 
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NH337 

成田空港到着後、通関。 

 

国内線に乗り換え中部空港へ。 

（飛行時間/1時間10分） 

到着後解散～お疲れ様でした～ 

機 

× 
× 

◎見学個所は現地事情により変更する事があります。また宗教行事、修理、官公庁の指示により制限される場合があります。 

◎ご宿泊のホテルは、部屋数が少なく、シャワーのみの部屋となります。予めご了承ください。 



 

旅行契約の解除期日 お取消料（お一人様） 

旅行開始日がピーク時(※)の旅行であって、旅

行開始日の前日から起算してさかのぼって 40
日目にあたる日以降 31日目にあたる日まで 

旅行代金の 10% 

旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって

30日目にあたる日以降 3日目にあたる日まで 
旅行代金の 20% 

旅行開始日の前々日、前日及び当日 旅行代金の 50% 

無連絡不参加及び旅行開始後の解除 旅行代金の 100% 

※注・「ピーク時」とは、４月２７日から５月６日まで、７月２０日から

８月３１日及び１２月２０日から１月７日まで、までをいいます。 

 

《旅券／査証について》 
●日本国籍の方は、査証の要/不要および取得に関する事項につ

いて、募集要項をご参照下さい。 

●日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国
管理事務所にお問合せ下さい。 

《海外危険情報について》 
●2016/12/05 現在、本旅行の渡航先に対して、外務省より海外渡
航（危険）情報は発出されておりません。 

詳細は下記の外務省ホームページにてご確認ください。 

海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp 

《保健衛生について》 
●渡航先の衛生状態については、下記厚生労働省ホームページに
てご確認ください。 

検疫感染症情報ホームページ    http://www.forth.go.jp 

【重要・個人情報の取扱いについて】 
●当社で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、お客様との間の
連絡のために利用させていただくほか、必要に応じてお客様が指名した国内連絡先の方との連絡
のために利用させていただきます。また、お客様がお申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。こ
のほか、（１）当社及び当社と提携する企業の旅行を主とする商品やサービス、キャンペーンのご
案内 （２）旅行参加後のご意見やご感想、アンケートのご提供のお願い （３）特典サービスの提供 
（４）統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。 
●当社は当社が保有するお客様情報のうち氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどお
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提携企業との間で共有し
て利用させていただきます。当社提携企業は、それぞれ企業の営業案内、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
お当提携企業の名称及び各企業における個人情報管理者の氏名については、当社ホームペー
ジ http://www.tictravel.co.jp をご参照ください。 
●当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを
土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航
空便名等に係わる個人データを提出することによって提供いたします。なお、これらの事業者への
個人データの提供の停止を希望される場合は、ご出発前にお申込み窓口までお申し出下さい。 

お申込み・お問い合わせは、電話:052-990-6188 
ファックス:052-212-2778 
メールアドレス:hosoya@tictravel.co.jp 

旅行企画・実施:株式会社チックトラベルセンター 観光庁長官登録旅行業第７３５号・ＪＡＴＡ正会員 
〒460-0003愛知県名古屋市中区錦 1-20-19 名神ビル 6階 〇営業時間:月～金 10:00～18:00/土・日・祝祭日は休業 

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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、担当者か

らの説明にご不明な点があればご遠慮なく下記の取扱管理者にお訊ね下さい。     総合旅行業務取扱管理者：山口寿史 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した ①航空、列車、送迎バス等利用交通機関の運賃（この

運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料金〔原価の異常な変動に対応す

るため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課され

るものに限ります。以下同様とします〕を含みません。） ②観光の料金(バス料

金・ガイド料・入場料) ③２名１室の宿泊料金およびその税･サービス料 ④食

事料金およびその税･サービス料 ⑤団体行動中のチップ 

●旅行代金に含まれないもの 

上記の他は旅行代金に含まれません。その主なものは ①渡航手続関係諸費

用 ②旅券申請／取得手続手数料 ③１人部屋など選択による使用追加料金 

④ご自宅から発着地までの交通費、宿泊代 ⑤超過手荷物料金 ⑥飲物代、

電話電報料、クリーニング代、枕チップなどの個人的性質の諸費用 ⑦成田・

中部空港施設使用料 ⑧海外の空港税 ⑨運送機関の課す付加運賃 ⑩航

空保険料 ⑪ビジネスクラス追加料金 ⑫アメリカ電子渡航許可（ESTA）申請

手数料・実費 

※旅行代金に含まれていない費用のうち「運送機関の課す付加運賃」「航空保

険料」は、募集要項に記載の通り、別途ご請求させていただきます。 

●お申込の方法と契約の成立 

①ご来店にてお申込みの場合、所定の「旅行申込書」の提出と申込金を受理した

時点で正式な旅行契約の成立となります。 

②電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した旨を通知した翌

日から起算して５日以内に旅行申込書の受領と申込金のお支払い確認が出来

た時点で契約の成立となります。なお、当該期間内にお客様から申込金のお

支払いがなされない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 
【申込金】 ※恐縮ですが、振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。 

・旅行代金が 60万円以上100万円未満は ------------- 10万円 

 
※お１人部屋追加代金について 

追加代金は個室を確保するための料金であり、グレードアップの差額ではあり

ません。相部屋ご希望の場合でもお一人部屋追加代金を申し受けます。最終

的に同姓の相部屋希望の方があった場合に限り、お一人部屋追加代金をご

返金いたします。ご希望の無い場合は、一人部屋追加代金を申し受けます。 

 

●お取消料 
お客様のご都合で旅行契約を解除する場合は下記のお取消料をお支払いいただ
きます。お取消の連絡は、旅行のお申込を受けた販売店の営業時間にのみお受
けします。 

この旅行は「ピーク期」のご旅行です。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40日目（2017年

7月 10日）のお取消から取消料が必要です。 
 
●旅程保証 
旅行日程に重要な変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の
規定により、その変更内容に応じて変更補償金を支払います。旅行代金の基準に
は｢一人部屋追加料金、ビジネスクラスとの追加料金等｣は含みません（エコノミーク

ラスの料金が適用されます）。 

●最少催行人員 

最少催行人員に達しない場合は旅行を中止にすることがあります。この場合、当

社は旅行開始日の前日からさかのぼって 23日前(ピーク時に旅行開始の場合は

33 日前)迄に旅行中止の旨をご連絡します。尚、その場合は、既に収受しました

旅行代金は全額ご返金いたします。 

 

●旅行代金は 2016年 12月 05日現在有効な航空運賃・適用規則に基づいて算出
しています。 
●パンフレット作成日：2016年12月05日  担当：細谷 

 

旅行条件書・海外（要約） 
重要事項 日食の観望の場所､時期等の選定は最適条件を満たすよう調査していますが､日食は天文現象の

為、気象条件などにより、ご覧いただけない場合があります｡観望できない場合でも再旅行､旅行代金の払い戻

しはありません。予めご了承ください。 
お申込の際にお渡しする旅行申込書、募集型企画旅行条件書・取引条件説明書を必ずご一読下さい。 

本旅行は株式会社チックトラベルセンター〔以下当社〕が企画・募集し、実施する企画旅行で、ご参加されるお客様から申込金をお支払い頂き、当社所
定の旅行申込書を受領したときに企画旅行契約が成立します。企画旅行契約の内容･条件は、本パンフレット、お申込みの際お渡しする募集型企画旅
行条件書、出発前にお渡しする確定書面＝最終日程表及び当社旅行業約款によります。この契約書に定めのない事項については、法令又は一般に
確立された慣習によります。又、当社が法令に反せず、かつお客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合はその特約が優先します。 

 

http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
http://www.forth.go.jp/

