
皆既日食コロナ（イメージ）  画像提供／アストロアーツ星ナビ編集部 大熊正美、川村晶、川口雅也 （2008年8月1日／中国） 　 当パンフレットの日食画像はいずれもアストロアーツ星ナビ編集部撮影

出発決定！

アメリカ皆既日食
観測ツアー

2017年8月21日

●天文雑誌「星ナビ」スタッフも同行！
●添乗員同行で安心の旅！
●日数・テーマによって選べる複数のプラン（5日間～8日間）をご用意！
●観測に便利な「日食グラス」をご出発当日の空港でプレゼント！
●日食前日に「星ナビ」スタッフによる「観測セミナー」を開催！

ツアーの
ポイント

2017年の
夏休みは 一生の思い出に残る体験を！次回の夏休み時期の皆既日食は2026年！

協賛

ⒷⒸⒺプランは10月19日（水）AM9：15より受付開始！（詳細は日程表参照・ⒶⒹプランは受付可能）



皆既日食観測ツアー
アメリカ

アイダホ州ドリッグスでの
日食時刻表
クラブツーリズムの日食ツアーの観測地
西経：111°06́ 30́́ ／北緯：43°44́ 38́´
標高：1875m
時刻は地方時：米国山岳部夏時間（UTC－6h）
平均月縁による計算

日食の進行
 329.4°
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 230.2°
 330.4°
 119.4°

 286.6°
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 298.8°
 110.0°

 112.9°
 133.9°
 134.3°
 134.7°
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 38.1°
 49.9°
 50.0°
 50.2°
 57.5°

0.000
1.000
1.012
1.000
0.000

10時16分24秒
11時34分18秒
11時35分27秒
11時36分35秒
12時59分38秒
2分17秒

第1接触（部分食始まり）
第1接触（皆既食始まり）

食の最大
第3接触（皆既食終わり）
第4接触（部分食終わり）

皆既継続時間

現地時刻（地方時） 天頂角位置角方位高度食分

大混雑が想定される国立公園から離れた平坦な“専用”観測地を確保！

【ご注意】 皆既日食は自然現象の為、天候等の理由によりご覧いただけない場合があります。その場合、観測地以外の場所が晴れていた場合も含めて旅行代金の返金はございません。予めご了承ください。

グランドティートン国立公園から少し離れた、アイダホ州ドリッグスの平地。
当日は混雑が予想される国立公園からあえて離れた専用観測地を確保。観測を
遮る障害物が少ない絶好のロケーションにこだわりました！8月のこの時期は
好天が続くことが多く、過去の気象統計でも平均降水量が29㎜／月（※）です。
この数値は冬の関東地方並みで､悪天のリスクは小さいと言えます。
（※） 出典「The Weather Channel」

絶好の条件での皆既日食観測！
「皆既継続時間 2分17秒」
「皆既時の太陽高度 50°」

ココで日食を観測します！ 観測地ドリッグスでの日食の経過

観測に
絶好の立地
条件！

西経：111°06′30″
北緯：43°44′38″
標高：1875m

アメリカ× 協賛
観測地にこだわりました！ アイダホ州ドリッグス日食中心線の9㎞北こだわり❶

出発決定！
お申し込みはお早めに！

太陽の地平高度が高い時間帯に観測できます！

※コースによっては早めに満席となる場合がございます。

専用観測地

協賛



地球の息吹
を体感

当カタログ掲載

映画「シェーン」
の舞台、一度は訪れたい
憧れの絶景へ！

世界初の国立公園イエローストーンを 2日間
たっぷり 「ジャクソンレイクロッジ」ココに

3連泊！
グランドティートンが
誇る名門ホテル 指定

世界遺産グランドティートン国立公園内に位置し、ホテルの敷地から
風光明媚なティートン連山を一望できる、この上なく贅沢な立地条件を
誇る、アメリカ屈指の絶景展望ロッジ。このコースではじっくりと３連泊！
アメリカの大自然をご堪能
ください。

絶景
モーニンググローリー

プール

ジ
ャ
ク
ソ
ン
レ
イ
ク
ロ
ッ
ジ
に
3
連
泊
2
日
に
分
け
て
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
観
光
！

ジャクソンレイクロッジ

ココに3連泊！

※現在イエローストーン国立公園は環境保全、安全確保の観点から、観光箇所が急遽閉鎖となり、
　観光できなくなる可能性がございます。

スタッフ同行
日食前日＆当日

ツアーのポイント

日次 都　市 スケジュール

世界遺産イエローストーン ＆
グランドティートン国立公園周遊 8日間 

日食事前下見付

2
8/19
（土）

1
8/18
（金）

7
8/24
（木）
8
8/25
（金）

3
8/20
（日）

成田または羽田
（15：45～21：30）
ソルトレイクシティ
（15：55～19：00）

■グランドティートン国立公園観光（○）
★グランドティートン国立公園内の名門ホテル　　
　「ジャクソンレイクロッジ」に３連泊！　　　　　 

 （ジャクソン／グランドティートン国立公園泊）

ソルトレイクシティ
ジャクソン

4
8/21
（月）

5
8/22
（火）

ジャクソン
ドリッグス

ジャクソン
ドリッグス
　 ジャクソン

6
8/23
（水）

■空路、乗継便にて帰国の途に
（機内泊）

■空路、乗継便にてソルトレイクシティへ

■着後、ホテルへ　　　　　　
（ソルトレイクシティ泊）

成田または羽田
（14：35～19：00）

ボーズマン（5：45）

■入国、通関手続き後解散となります

ジャクソン
イエローストーン
ウエストイエロー
ストーン

ウエストイエロー
ストーン
イエローストーン
　 ボーズマン

■引き続きじっくりイエローストーン観光（注）
 ・・ ｢モーニンググローリープール｣へのミニハイキン
　グへご案内（歩行：約120分、標高差：約70m）
 ・ テラスマウンテン木道ミニハイキングへご案内    
　（歩行：約45分、標高差：約30m）

（ボーズマン泊）

■世界最初の国立公園、　　　　
　　　　　イエローストーン国立公園観光（注）
 ・ 真っ青な温泉プールが連なるウエストサム木道ミニ
　ハイキングにご案内（歩行：約45分、標高差：ほぼ平坦）

（ウエストイエローストーン泊）

機

機機

機

朝 昼 夕

朝 昼 夕

朝 昼 夕

朝 昼 夕

朝 昼 夕

世界遺産

 日食会場の下見＆
星ナビスタッフによる直前観測セミナーを開催

（ジャクソン／グランドティートン国立公園泊）
 クラブツーリズム専用に確保した観測地にて日食観測
　各自のペースで観測の準備を行っていただけます
　一生に一度は体験したい奇跡の「2分17秒」をじっ
　くりご堪能ください

（ジャクソン／グランドティートン国立公園泊）

燃油サーチャージ：0円（基準日：9月1日） 
※燃油サーチャージ額は9月1日時点での情報であり、今後原油価格の変動に伴い金額
が適用される可能性があることを予めご了承ください。

1人部屋追加料金／99,800円（シングルルーム）

■食 朝食5回、昼食5回、夕食5回付  ■TD 同行  ■受 1名 ■催 1名 ■UA、DL、JL、AA、NH、SQ
（いずれもエコノミークラス） ■宿泊 ソルトレイクシティ／レッド・ライオン（ST）、ウエス
トイエローストーン／クロスウィンズイン（ST）、ボーズマン／コンフォートイン（ST）
または各都市同等クラス以上ジャクソン／ジャクソンレイクロッジ（SP）指定  ■相 可

 国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税が別途必要になります。
①空港施設使用料／成田：2,090円、羽田：2,570円 ②空港旅客保安サービス料／成田：520円、
羽田：100円  ③海外出入国税／目安8，000円（日本円に換算） ※詳しくは契約書面をご確認ください。

888,000円
出発日・旅行代金（2名1室おひとり） 
2017年8月 18日（金）

当コースは大阪、名古屋と共同催行となる場合があります。共同催行

★せっかく行くなら！8日間で日食観測も観光も
　たっぷり味わいたい
★2つの国立公園へ！
　グランドティートンと世界遺産イエローストーンへ
★グランドティートン国立公園内でも屈指の由緒ある
　名門ホテル「ジャクソンレイクロッジ」に3連泊！

イエローストーン国立公園 ジャクソンレイクロッジ・ロビー

21271-117コース
番号

出発決定 残席わずか

せっかく行くなら！日食観測とアメリカ国立公園の両方を楽しみたい方はコチラ！
世界最初の国立公園イエローストーン･大迫力の間欠泉

Ⓐプラン

※【ご注意】 皆既日食は自然現象の為、天候等の理由によりご覧いただけない場合があります。その場合、
　観測地以外の場所が晴れていた場合も含めて旅行代金の返金はございません。予めご了承ください。



コースでは、日食観測はもちろん、全米屈指の絶景グランドティートン国立
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出発決定

ツアーのポイント

日次 都　市 スケジュール

1
8/19
（土）

成田または羽田
（15：45～21：30）
ジャクソンホール
（20：20～22：00）

■空路、乗継便にてアメリカ・ワイオミング州ジャクソンホールへ
■着後、ホテルへ
★グランドティートン地区の「ティートンマウンテン
ロッジ」にゆったり３連泊！

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

2
8/20
（日）

5
8/23
（水）

ジャクソン
ドリッグス又は
グランドティートン
    ジャクソン

3
8/21
（月）

4
8/22
（火）

ジャクソン
ドリッグス
　 ジャクソン

成田または羽田
（14：30～19：00）

■入国、通関手続き後解散となります

ジャクソンホール
（7：00～8：00）

■空路、乗継便にて帰国の途に　　　　　　　
（機内泊）機

機機

機

朝 昼 夕

朝 昼 夕

〈選べるプランでプログラムをお楽しみください〉
❶観測所の下見
❷グランドティートン国立公園観光（○）
 選べるプラン後、星ナビスタッフによる直前観測セミナー開催

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

燃油サーチャージ：0円（基準日：9月1日） 
※燃油サーチャージ額は9月1日時点での情報であり、今後原油価格の変動に伴い金額
が適用される可能性があることを予めご了承ください。

1人部屋追加料金／79,800円（シングルルーム）
10月19日（水） AM9：15より受付開始！

■食 朝食2回、昼食2回、夕食2回付  ■TD 同行   ■受 1名  ■催 1名   ■UA、DL、JL、AA、NH、SQ
（いずれもエコノミークラス）  ■宿泊 ジャクソン／ティートンマウンテンロッジ（DX）指定  ■相 可

 国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税が別途必要になります。
①空港施設使用料／成田：2,090円、羽田：2,570円②空港旅客保安サービス料／成田：520円、
羽田：100円  ③海外出入国税／目安8，000円（日本円に換算） ※詳しくは契約書面をご確認ください。

698,000円
出発日・旅行代金（2名1室おひとり） 
2017年8月 19日（土）

★短い日数でも参加できるのが大きなメリット！　　
　5日間でコンパクトながらティートンビレッジ3連泊
★グランドティートン地区の当社基準デラックスクラス
ホテル「ティートンマウンテンロッジ」に3連泊
★航空機はホテル最寄りのジャクソンホール空港へ
向かうので､到着後のバス移動が短くらくらく♪

ティートンマウンテンロッジ  ロビー

（2006年3月29日／エジプト）
皆既日食ダイヤモンドリング（イメージ） 

ティートンマウンテンロッジ  客室一例

ティートンマウンテンロッジ／外観

コンパクト滞在・　デラックスクラス
「ティートンマウンテンロッジ」3連泊 5日間

 クラブツーリズム専用に確保した観測地にて日食観測
　各自のペースで観測の準備を行っていただけます
　一生に一度は体験したい奇跡の「2分17秒」をじっ
　くりご堪能ください

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

当コースは大阪、名古屋と共同催行となる場合があります。共同催行

21272-117コース
番号 Ⓑプラン

※【ご注意】 皆既日食は自然現象の為、天候等の理由によりご覧いただけない場合があります。その場合、
　観測地以外の場所が晴れていた場合も含めて旅行代金の返金はございません。予めご了承ください。

ツアーは日食観測の楽しみ方で選べる多彩なラインナップをご用意！× 協賛

A
B
C
D
E

8
5

6
6
6

21271-117
21272-117

21273-117
21270-117
21274-117

せっかく行くなら2つの観光地も網羅したい

日数はコンパクトでもホテル滞在にはこだわりたい
女性限定で、ホテル滞在も優雅に楽しみたい

プラン 日数コース番号 コンセプト グランドティートン 観測地での宿泊ホテルとグレードイエローストーン

コンパクトながらも日食観測とグランド
ティートン観光付！ホテルにはこだわらない

コンパクトに日食観測に重きを置き、
快適なホテルに滞在したい

ジャクソンレイクロッジ（SP）

ティートンマウンテンロッジ（DX）

インアットジャクソンホール（SP）

ホテル・テラ（DX）
ホテル・テラ（DX）

● ●

̶

̶

̶
̶

観測地下見との
選択プラン▲

●

●
●

2日目は選べるプラン
スタッフ同行
日食前日＆当日

ホテル最寄りのジャクソン空港発着でらくらく&デラックスホテル（　）に滞在したい方はコチラ！弊社
基準

弊社
基準



グランドティートン国立公園

国立公園へも訪問！ Ⓑは観光または
観測地下見の選択プラン

グランドティートン国立公園

中国コロナ金鼎湖（2008年8月1日 中国にて）

カ
ジ
ュ
ア
ル
な
ホ
テ
ル
に
3
連
泊

6日間でコンパクトかつ､観光&下見両方付！カジュアルなホテルでも楽しめる方はコチラ！

インアットジャクソンホール ティートンビレッジ

グランドティートン国立公園

ツアーのポイント

日次 都　市 スケジュール

1
8/19
（土）

成田または羽田
（10：40～15：45）
ソルトレイクシティ
（12：40～14：40）
    ジャクソン

■空路、乗継便にてソルトレイクシティへ
■着後、ホテルへ（移動約500㎞／所要約6時間）
★グランドティートン地区の弊社スーペリアクラスホテル
　「インアットジャクソンホール」にゆったり３連泊！

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

2
8/20
（日）

5
8/23
（水）
6
8/24
（木）

3
8/21
（月）

4
8/22
（火）

ソルトレイクシティ
（5：30～8：00）

■空路、乗継便にて帰国の途に
（機内泊）

成田または羽田
（14：30～19：00）

■入国、通関手続き後解散となります

ジャクソン
グランドティートン
ソルトレイクシティ

■グランドティートン国立公園観光（○）
■観光後、ソルトレイクシティへ

（ソルトレイクシティ泊）

機

機機

機

朝 昼 夕

燃油サーチャージ：0円（基準日：9月1日） 
※燃油サーチャージ額は9月1日時点での情報であり、今後原油価格の変動に伴い金額
が適用される可能性があることを予めご了承ください。

1人部屋追加料金／89,800円（シングルルーム）

■食 朝食3回、昼食3回、夕食3回付  ■TD 同行  ■受 1名 ■催 1名 ■UA、DL、JL、AA、NH、SQ
（いずれもエコノミークラス）  ■宿泊 ジャクソン／インアットジャクソンホール（SP）、ソル
トレイクシティ／レッド・ライオンホテル（ST）または各都市同等クラス以上  ■相 可

 国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税が別途必要になります。
①空港施設使用料／成田：2,090円、羽田：2,570円 ②空港旅客保安サービス料／成田：520円、
羽田：100円  ③海外出入国税／目安8，000円（日本円に換算） ※詳しくは契約書面をご確認ください。

698,000円
出発日・旅行代金（2名1室おひとり） 
2017年8月 19日（土）

★6日間でコンパクトに！日食観測とグランドティー
トン観光を楽しみます
★グランドティートン地区のカジュアルな弊社スーペ
リアクラスホテルに3連泊滞在

ティートンビレッジ
カジュアルホテルに3連泊滞在 6日間

日食事前下見付

 日食会場の下見＆
星ナビスタッフによる直前観測セミナーを開催

　　　　 （ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

ソルトレイクシティ
ジャクソン

朝 昼 夕

当コースは大阪、名古屋と共同催行となる場合があります。共同催行

21273-117コース
番号 Ⓒプラン

※【ご注意】 皆既日食は自然現象の為、天候等の理由によりご覧いただけない場合があります。その場合、
　観測地以外の場所が晴れていた場合も含めて旅行代金の返金はございません。予めご了承ください。

出発決定

全コース お子様（2～11才児）はおひとり3万円割引！夏休みの自由研究に絶好の素材です！
今回の皆既日食を逃すと、次回の夏休み時期の皆既
日食は何と2026年までありません！
また、夏休み時期だからこそ、お子様旅行代金を
3万円値引きさせていただきます。
お子様の夏休みの宿題、自由研究にふさわしい素材の
「皆既日食」！是非、ご家族でお出かけくださいませ！

10月19日（水） AM9：15より受付開始！

スタッフ同行
日食前日＆当日

ジャクソン
ドリッグス
　 ジャクソン

朝 昼 夕

 クラブツーリズム専用に確保した観測地にて日食観測
　各自のペースで観測の準備を行っていただけます
　一生に一度は体験したい奇跡の「2分17秒」をじっ
　くりご堪能ください

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

観光&下見
両方付き！



ティートンビレッジ内の厳選ブティックホテル「ホテル・テラ」に優雅に  　　　滞在3連泊
グランドティートン国立公園の拠点となるジャクソン・ティートンビレッジ内に位置する弊社基準デラックスクラスホテル。
「ブティックホテル」呼ぶにふさわしいその洗練された雰囲気の「ホテル・テラ」に贅沢にも、じっくりと３連泊いたします。

優
雅
な「
ホ
テ
ル・テ
ラ
」に
3
連
泊

優
雅
な「
ホ
テ
ル・テ
ラ
」に
3
連
泊

 クラブツーリズム専用に確保した観測地にて日食観測  
　各自のペースで観測の準備を行っていただけます
　一生に一度は体験したい奇跡の「2分17秒」をじっくりご堪能ください

　（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

ツアーのポイント
★女性限定の旅！ 添乗員ももちろん女性スタッフがご案内
★6日間でコンパクトに！日食観測とグランドティートン観光
両方を楽しみます。

★ティートンビレッジ内は女性にオススメの「ホテル・テラ」
に3連泊滞在！
★ホテル・テラご滞在中、スパまたはマッサージを1回お楽
しみください。

ホテル・テラ  客室一例

ホテル・テラ  ラウンジ

ホテル・テラ  プール

日食事前下見付
女性限定

ツアーのポイント

日次 都　市 スケジュール

1
8/19
（土）

成田または羽田
（17：00～21：30）
ジャクソンホール
（14：40～19：00）

■空路、乗継便にてソルトレイクシティまたはジャクソンへ
■着後、ホテルへ
★高級リゾート「ティートンビレッジ」内の弊社基準
　デラックスクラス「ホテル・テラ」にゆったり３連泊！

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

2
8/20
（日）

5
8/23
（水）
6
8/24
（木）

3
8/21
（月）

4
8/22
（火）

ソルトレイクシティ
（7：40～9：45）

■空路、乗継便にて帰国の途に
（機内泊）

成田または羽田
（14：30～19：00）

■入国、通関手続き後解散となります

ジャクソン
グランドティートン
ソルトレイクシティ

■グランドティートン国立公園観光（○）
■観光後、ソルトレイクシティへ

（ソルトレイクシティ泊）

機

機機

機

朝 昼 夕

燃油サーチャージ：0円（基準日：9月1日） 
※燃油サーチャージ額は9月1日時点での情報であり、今後原油価格の変動に伴い金額
が適用される可能性があることを予めご了承ください。

1人部屋追加料金／89,800円（シングルルーム）

 国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税が別途必要になります。
①空港施設使用料／成田：2,090円、羽田：2,570円 ②空港旅客保安サービス料／成田：520円、
羽田：100円  ③海外出入国税／目安8，000円（日本円に換算） ※詳しくは契約書面をご確認ください。

770,000円
出発日・旅行代金（2名1室おひとり） 
2017年8月 19日（土）

★6日間でコンパクトに！日食観測とグランドティー
トン観光両方を楽しみます。
★グランドティートン地区、ティートンビレッジ内の
厳選ホテル「ホテル・テラ」に3連泊滞在！

ホテル・テラ ロビー

ホテル・テラ 外観

「ホテル・テラ」に3連泊滞在 6日間

日食事前下見付

出発決定 残席わずか

出発決定

燃油サーチャージ：0円（基準日：9月1日） 
※燃油サーチャージ額は9月1日時点での情報であり、今後原油価格の変動に伴い金額
が適用される可能性があることを予めご了承ください。

1人部屋追加料金／89,800円（シングルルーム）

■食 朝食3回、昼食3回、夕食3回付  ■TD 同行   ■受 1名  ■催 1名   ■UA、DL、JL、AA、NH、SQ
（いずれもエコノミークラス）  ■宿泊 ソルトレイクシティ／ヒルトン・ソルトレイクシティ（SP）
または各都市同等クラス以上、ジャクソン／ホテル・テラ（DX）指定  ■相 可

■食 朝食3回、昼食3回、夕食3回付  ■TD 同行   ■受 1名  ■催 1名   ■UA、DL、JL、AA、NH、SQ
（いずれもエコノミークラス）  ■宿泊 ソルトレイクシティ／ヒルトン・ソルトレイクシティ（SP）
または各都市同等クラス以上、ジャクソン／ホテル・テラ（DX）指定  ■相 可

 国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税が別途必要になります。
①空港施設使用料／成田：2,090円、羽田：2,570円②空港旅客保安サービス料／成田：520円、
羽田：100円  ③海外出入国税／目安8，000円（日本円に換算） ※詳しくは契約書面をご確認ください。

798,000円
出発日・旅行代金（2名1室おひとり） 
2017年8月 19日（土）

デラックスクラスホテル（   ）に優雅に滞在を楽しみたい方はコチラ！弊社
基準

当コースは大阪、名古屋と共同催行となる場合があります。共同催行

21270-117コース
番号

21274-117コース
番号

Ⓓプラン
Ⓔプラン

※【ご注意】 皆既日食は自然現象の為、天候等の理由によりご覧いただけない場合があります。その場合、
　観測地以外の場所が晴れていた場合も含めて旅行代金の返金はございません。予めご了承ください。

当コースは大阪、名古屋と共同催行となる場合があります。共同催行
※【ご注意】 皆既日食は自然現象の為、天候等の理由によりご覧いただけない場合があります。その場合、
　観測地以外の場所が晴れていた場合も含めて旅行代金の返金はございません。予めご了承ください。

ジャクソン
ドリッグス
    ジャクソン
ジャクソン
ドリッグス
　 ジャクソン

朝 昼 夕

朝 昼 夕

 観測所の下見＆星ナビスタッフによる
 直前観測セミナー開催

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）
 クラブツーリズム専用に確保した観測地にて日食観測
　各自のペースで観測の準備を行っていただけます
　一生に一度は体験したい奇跡の「2分17秒」をじっ
　くりご堪能ください

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

日次 都　市 スケジュール

1
8/19
（土）

成田または羽田
（17：00～21：30）
ジャクソンホール
（14：40～19：00）

■空路、乗継便にてソルトレイクシティまたはジャクソンへ
■着後、ホテルへ
★高級リゾート「ティートンビレッジ」内の弊社基準　
　デラックスクラス「ホテル・テラ」にゆったり３連泊！

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

2
8/20
（日）

5
8/23
（水）
6
8/24
（木）

3
8/21
（月）

4
8/22
（火）

ソルトレイクシティ
（7：40～9：45）

■空路、乗継便にて帰国の途に
（機内泊）

成田または羽田
（14：30～19：00）

■入国、通関手続き後解散となります

ジャクソン
グランドティートン
ソルトレイクシティ

■グランドティートン国立公園観光（○）
■観光後、ソルトレイクシティへ

（ソルトレイクシティ泊）

機

機機

機

朝 昼 夕

ジャクソン
ドリッグス
　 ジャクソン

朝 昼 夕

10月19日（水） AM9：15より受付開始！

スタッフ同行
日食前日＆当日

スタッフ同行
日食前日＆当日優雅にご滞在・　デラックスクラス弊社

基準

「ホテル・テラ」に3連泊滞在 6日間
優雅にご滞在・　デラックスクラス弊社

基準

ジャクソン
ドリッグス
    ジャクソン

朝 昼 夕

 観測所の下見＆星ナビスタッフによる直前観測セミナー開催
　セミナー開催後は当コース限定のレストランにて優雅
　なお食事とティータイムをお楽しみください

（ジャクソン／ティートンビレッジ泊）

ご滞在中、「ホテル・テラ」でのスパまたはマッサージを1回お楽しみください



2010年7月12日 イースター島（チリ）にて

天文雑誌「星ナビ」スタッフとクラブツーリズム担当スタッフによる解説で
アメリカ皆既日食ツアーの魅力や日食観測の情報、現地事情などの詳細をご紹介！

日食観測ツアーは下見、事前調査が
必須！気象条件が似通った2015
年8月にクラブツーリズムの企画責
任者と星ナビスタッフが観測地は
もちろんのことホテル、現地セミナ
ー会場、観光地も含めて入念な下見
を実施しております。

皆既日食観測ツアーはココが違います！

日食観測に特化したプログラムやグッズをご用意！こだわり❸

せっかく行くなら！アメリカの大自然もじっくりと満喫！こだわり❹

両スタッフが､2015年8月に現地調査実施！こだわり❷ ×

●「星ナビ」編集部スタッフも同行します！
　（複数コースのいずれかのツアーに同行し、日食前日のセミナーより合流、観測までご一緒します。）
●日食前夜には編集部スタッフによる“観測セミナー”を開催します！ 
●アストロアーツオリジナルデザイン「日食グラス」をプレゼント！
（高品位遮光プレート“ソーラープロテック”を使ったビクセンの日食グラスです。
ご出発当日に空港でお渡し いたします。お一人様につき1つ。） 

アストロアーツ
オリジナルデザイン日食グラス

クラブツーリズム企画責任者小林と星ナビスタッフティートンビレッジ 観測予定地ドリッグス

映画「シェーン」で有名なグランドティートン国立公園 イエローストーン国立公園（8日間コースのみとなります）

絶景

日時／10月16日（日） 13：00～15：00
　　　12月4日（日） 13：00～15：00

会場／新宿アイランドウイング
　　　 説明会会場

入場無料
要予約

説明会コース番号：I（アイ）96330-117

まずは専用コース説明会にお越しください！

アメリカに訪れる
神秘の天体ショー
“奇跡の「2分17秒」”に
地球が驚愕する！

スタッフブログの
   登録がオススメ！
インターネット予約が
とっても便利！

検索クラブツーリズム  日食

せっかくの夏休みをアメリカまで行くの
なら！日食観測のみならず、広大なアメ
リカの大自然をたっぷりと満喫したい！
当カタログに掲載のコースは観測地に
近いグランドティートン国立公園はもち
ろん（選べるプランで訪問するコースも
含む）8日間コースでは、世界初の国立公
園、世界遺産イエローストーンも訪問し、
地球の息吹を体感します。

観測地は アイダホ州ドリッグス日食中心線の9㎞北

すでに出発決定！一部残席わずかのコースもございます！（Ⓐ・Ⓓプラン）
なお、Ⓑ・Ⓒ・Ⓔプランについては10月19日（水） AM9：15よりインターネットとお電話にて受付開始！

予約殺到＆満席が予想されます
お申し込みはお早めに！

8日間
コース
限定

注目！



管理番号：61869　2016年10月10日発行観光庁長官登録旅行業第１６９３号  
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様のご旅行を取扱う当センターでの取引に関する責任者です。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れば、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

TEL:03(5323)4455  FAX:03(5323)6658
〒１６０-８３０８ 東京都新宿区西新宿6－3－1 新宿アイランドウイング9F  ■営業時間 9：15～17：30（月～土／日祝日は休業）

海外コミュニティ旅行センター

総合旅行業務取扱管理者：新井一男

お問い合わせ・お申し込み先 ※お気軽にお電話ください。●営業時間（月～土） 09：15～17：30（日・祝休）

※日程表内の時間帯はホテルの出発時刻ではなく、交通機関の出発時刻を表示しています。また、現地
事情により、表示時間通りの時間帯とならない場合もございます。（その時の返金はありません。）

■時間帯のめやす コース案内ページの日程表中の時刻につきましては、下記をご参照ください。

昼早
朝 朝 夜 深

夜
午
前

夕
刻

午
後

４：００ ６：００ ８：００ １６：００１８：００ ２３：００ ４：００１１：００ １３：００
１２：００

■観光場所　△：車窓観光／○：下車観光／◎：入場観光

クラブツーリズム   日食

ホームページ

お申し込みからご出発までの流れ
お 申 し 込 み

お申込み金のお支払いと参加申込書のご提出

残金お支払い

最終案内ご送付

出発直前・当日

1

2

3

4

5

●お電話の場合：①コース番号、②出発日　③ご参加者氏名とご連絡先　④ご参加人数をお伝えください。
●インターネットの場合：案内画面に従いお客様情報を入力してください。予約が完了すると、「お問合せ番号」が表示されます
のでお書きとめください。「ご旅行参加申込書」、「ご旅行詳細パンフレット（渡航手続きのご案内）」、「申込金請求書」、「海外
旅行保険パンフレット」を指定送付先へお届けいたします。内容をご確認の上、専用封筒でご返送ください。

※お取消しをされる場合も必ずご連絡ください。

●ご案内書類到着後、１週間以内にお手続きください。

●ツアー催行が決定した場合、ご出発の約１ヶ月前までに「ご旅行代金（残金）明細書」をお送りします。ご出発の22日前まで
にお支払いください。

●ご出発の10～7日前までに、①「旅のしおり」（最終のご案内）、②ツアーバッチ、③ステッカーをお送りします。

●ご出発の3日前～前日までに同行するツアーディレクター（添乗員）又は係員より、電話で最終のご確認をさせていただきます。
●当日は「旅のしおり」でご案内した時間・場所にご集合ください。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

お電話・FAX・ホーム
ページにて承ります。

旅行企画
実施

利用予定航空会社一覧
UA／ユナイテッド航空
AA／アメリカン航空
DA／デルタ航空
NH／全日空
JL／日本航空
SQ／シンガポール航空

マークの見方

宿泊 利用予定ホテル

TD添乗員
相相部屋

OPオプショナルツアー

催最少催行人員受最少受付人員
利用予定航空会社

食食事

： 朝食  　： 昼食 　 ：夕食 　 ：機内食朝 昼 夕 機■食事について
＝航空機　　 ＝バス 　　＝船■交通機関について

ご　案　内
̶ 航空機、その他交通機関について ̶
●運輸機関の遅延、不通、スケジュール変更、路線変更など、ま
たこれらによって旅行日程の変更、観光及び宿泊地の順序の
変更、目的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更、削除が
生じる場合がございます。このような場合、責任は負いかねま
すが、当初の日程に従った旅行サービスがお受けできるよう、
できる限り手配努力いたします。
̶ お部屋について（ご注意とお願い） ̶
●利用ホテルは2人部屋（ツインルーム）を基準に手配しており
ます。1人部屋利用の場合、シングルルームとなります。
●3名で1部屋（トリプル）ご利用の場合、2人用客室に簡易ベッ
ドを入れ、3名でご利用いただきますこのため、かなり手狭と
なりますがご了承ください。この場合のご旅行代金の割引は
ありません。

●1人部屋ご利用希望の方へ：お1人部屋は、シングルルー
ム（ワンベッドルーム）の1人利用をご希望により追加
料金にて承ります。シングルルーム利用の場合はお部屋
が狭かったり、シャワーのみの場合も多いので、あらか
じめご承知ください。
●ご夫婦の場合、現地の慣習によりお部屋のベッドがダブ
ルベッドとなる場合があります。
̶ 貴重品の管理について（ご注意とお願い） ̶
●盗難や置引を防ぐため、貴重品の管理には十分ご注意く
ださい。貴重品の被害に関しまして、当社では一切の責
任を負いかねますのでご了承ください。
̶ 国内線手配について ̶
●当コースは東京発着のみで地方発着はお受けしており
ません。詳しくはお問い合わせください。

̶ その他 ̶
●燃油サーチャージ額は､9月1日時点の情報であり、今後原油価
格の変動に伴い、金額が変更される場合がございます。

●渡航先の国や地域によっては、外務省より海外危険情報が出さ
れている場合もあります。お申し込みの際にお渡しする「海外危
険情報に関する書面」とともに、「外務省海外安全ホームペー
ジ」（www.pubanzen.mofa. go.jp）でもご確認ください。
●渡航先の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のため
の感染症情報」（www.forth.go.jp）でこ確認ください。　

●旅行サービスの内容・発着時間等については、平成２7年7月1日
を基準としています。
●詳しい旅行内容、旅行条件を記載した書面をお送りしますので、
事前にご確認のうえお申し込みください。

月が地球を回る過程で、太陽・月・地球が一直線に並び、月の影が地球に落ちる時
に起こる現象のことを言います。日食には皆既日食、金環日食、部分日食があり、
その中で皆既日食は月が太陽を完全に覆うため、周囲は夕方のように暗くなり、
ダイヤモンドリング、コロナなどを見ることができます。日本では2035年まで
見ることのできない貴重な天文現象です。

太陽 月 地球

皆既日食が起こる場所

皆既日食とは？

日食のしくみ（2009年7月22日 インドにて）
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