
6／3（金）・6／4（土）・6／5（日）で宿泊施設をご用意いたしておはす。讐㌫課書付プラン

示不仁りレ一つ001
B芳5221－305

◆チェックイン／13：00
◆チェックアウト／11：00

◆お部屋／洋室シングル・ハストイレ付22ポ（1名1室）
洋室ツインリてストイレ付29［1（2－3名1室）

◆朝食／レストラン（バイキング）
◆交通／JR金沢駅兼六園ロ（東口）より徒歩約1分

●宿泊フラン墓本代金（おひとり附1泊食事なし／単位．円）

∴ノ朝食付プラン追加代金1．000円増

薫†′］クループロロ1

B券5221－331

‡妄…沼妄証書宅急。槌座主呈
◆お部屋／洋室シングル・ハストイレ付11ポ（1名1室）

洋室ツイン・ノてストイレ付14nl（2名1室）

◆朝食／レストラン（バイキング）
◆交通／JR金沢駅兼六園口（東口）より徒歩約5分

●愕泊プラン基本代金（おひとり緩／1泊食事なし伸位：円）

∴基本代金のみで朝食をこ用意

嘉輯クルーフDOI
B券522ト301

◆チェックイン／14：00
◆チェックアウト／11：00

◆お部屋／洋室シングル・パストイレ付12ポ（1名1室）
洋室ツインリてストイレ付21［て（2～3名1室）

◆朝食／レストラン（ハイキング）
◆交通／JR金沢駅兼六園口（東口）より徒歩約2分

●宿泊フラン蔓本代金（おひとり射1泊食事なし／単位．円）

申開食付プラン追加代金1．000円増

†三プルーフロ01日芳522ト371

◆チェックイン／14：00
◆チェックアウト／11：00
◆お部屋／洋室セミダブル・パストイレ付15【附～2名1室）

洋室ツインリてストイレ付24ボ（2～3名1室）

◆朝食／レストラン（バイキング）
◆交通／JR金沢駅兼六園□（東口）より徒歩約12分

●槽泊フラン暮本代金（おひとり削1泊食事なし／単位：円）

朝食付ブラン追加代金500円増

宗膏プルーフ001
B券522ト326

◆チェックイン／14：00
◆チェックアウト／11：00
◆お部屋／洋室シングルリてストイレ付13【1（1名1室）

洋室ツインリてストイレ付20［1（2名1室）

洋室トリプル・パストイレ付28rバ（3名1室）

◆朝食／レストラン（バイキング）
◆交通／JR金沢駅兼六園口（東口）より徒歩約1分

●惰泊プラン暮本代金（おひとり附1泊食事なし／単位：剛

・；・朝食付プラン追加代金1．000円増

訂打クルー700i
B等522ト308

◆チェックイン／14：00◆チェックアウト／11：00

◆お部屋／洋室シングルリてストイレ付16【1日名1室）
洋室ツイン・パストイレ付24が（2－3名1室）

洋室ツイン＋エキストラ・パストイレ付38【て（4名1重）

◆朝食／レストラン（バイキング）
◆交通／JR金沢駅兼六園口（東口）よりお幸で約5分

●僧泊フラン墓本代金（おひとり射1泊暮事なし／単位：円）

・：・朝食付プラン追加代金1．000円増

せっかく行くなら前日から白山周辺ウオーつも楽しみませんか？

石狩クループロDI
B券5221－324

◆チェックイン／14：00
◆チェックアウト／10：00
◆お部屋／洋室シングル・パストイレ付13が（1名1室）

洋室ツイン・ハストイレ付18汀†（2名1室）

◆朝食／レストラン（和定食または洋食）
◆交通／JR金沢駅金沢港口（西口）より徒歩約5分

●宿泊フラン墓本代金（おひとり機／1泊土事なし伸位：円）

朝食付プラン追加代金1，000円増

薫拉クルーフDOI
B券5221－310

◆チェックイン／15：00◆チェックアウト／11：00

◆お部屋／洋室シングルリてストイレ付19ポ（1名1室）
洋室ツイン・パストイレ付20M（2－3名1室）

洋室ツイン＋エキストラ・パストイレ付36［掴名憧）

◆朝食／レストラン（バイキング）※和定食の場合有

◆交通／JR金沢駅兼六園口（東口）よりお寺で約5分

●宿泊フラン基本代金（おひとり附1泊食事なし／単位：円）

・朝食付ブラン追加代金1．000円増

旧帰り】エスコート（B芳）3360465・001

【宿泊】フリープラン（B芳）3360465－002・001・

開催日：6／3（金）旅行代金：潮借りヲランつ罰お「人様4，500円
※せっかくウオーク白山コース＝∃■ふご二　「　≡終了後は、加賀百万石ツーデーウオークに備えて金沢市内の宿泊をご用意しております。
上記の宿泊施設から選択してください（宿泊施設により代金は異なります）。

日次 �せっかくウオーク　白山コース　　　　　　　　スケジュール（ニト印：下車観光） 

1 �金沢駅前望聖堂拍道の駅瀬女～～く白山エリアウオー久／／約3時間ト～＊吉野工芸の里聖二金沢駅前 
（11：00発）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16：00頃着） 

白山　‘‾　□‘　　　　　　　　　D‘石ノ‾1－　　　　　1　　　　　　　　℃「、　1－　　　　　　　　・居　　コ 

せっかくウオ �≪せ �つかくウオーク≫参加ご希望の方は �申込用紙の『せっかくウオーク』の欄に○をつけて新日本ツーリストへお申し込みください。申込人数が多数の場合 

白山コース‘ �ムー日露まE　′LLC・れ蒜へ≪簑かく詣こち還・し、金・ブ昔　し′し　口　　C　　LLC　○　　　し 

日帰りプ �（特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉 

のご案内 �お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある 方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。 

〔受託販売）（株）新日本ツーリスト（石川県知事豊鮒〒業第2種82号）
加賀百万石ツーデーウオークのお申込は㈱新日本ツーリストのみの取扱いとなります。

（電話）076－248－1455（FAX）076－248－6767

（住所）〒921－8815　石川県野々市市本町2－1・30
（営業時間）月～金曜日9：30～18：30、土曜日9：30－18：00
※休業日と営業時間外の取消・変更のお申出は対応できませんので、翌営業日の受付となります。

（総合旅行業務取扱管理者）堅田芳弘
■お申込締切日　平成28年5月20日（金）

株式会社日本旅行赤い風船東日本事業部　塵雷管芸晋呈厳戒⊃制会・
〒13ト8565　東京都墨田区堤通1－19－9リバーサイド隅田6階　観光庁長官登録旅行業第2号　一般社団法人日本旅行業協会正会員

（1）宿泊・せっかくウオークをお申し込みの方は裏面の申込書に該当する箇所をご記入の上、㈱
新日本ツーリストへ郵送されるかまたはFAXにてお申し込みください。

（2）代金は当社より請求書が届いた後に、銀行振込または郵便振込にてこ送金ください（請求書
に銀行の記載または郵便振込用紙を一緒に送付いたします）。住所は右記の通りです（振込
手数料はお客様負担とさせていただきます）。

【旅行企画・実施】

旅行＃稀取扱書理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営♯所）での取引きに間する★住着です。この旅行契約に服し、担当者からの悦明に
ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱書理者にお●ね下さい。

10450100105）

l赤乗16－50011
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≪第13回≫加賀百万石ツーデーウオーク日

※3名様以上で参加の場合はコピーを使ってご使用ください。※該当箇所に応じて○印をつけてください。

下記に記載の旅行条件および旅行手配のために必要な範囲内での運送宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上以下の旅行に申し込みます。

代表書名

ふりがな � ��性　別 ��生年月日 ���大正 昭和　年　月　日（満　歳） 平成 

氏　名 � ��男・女 

ふりがな � ����T E L ��電話 FAX 携帯番号 

現住所 � 

宿泊する日にちを○印で囲んでください。 ����6／3（金） �����6／4（土） ��6／5（日） 

希望宿泊ホテル 申込番号を記入してください ��第一希望【　　　　　　　】 ����第二希望【　　　　　　　】 ����第三希望【　　　　　　　】 

せっかくウオーク　6／3（金） ������白山コース 
参加する ����参加しない 

ふりがな � ��性　別 ��生年月日 ���大正 昭和　年　月　日（満　歳） 平成 

氏　名 � ��男・女 

ふりがな � ����T E L ��電話 FAX 携帯番号 

現住所 � 

宿泊する日にちを○印で囲んでください。 ����6／3（金） �����6／4（土） ��6／5（日） 

希望宿泊ホテル 申込番号を記入してください ��第一希望【　　　　　　　】 ����第二希望【　　　　　　　】 ����第三希望【　　　　　　　】 

せっかくウオーク　6／3（金） ������白山コース 
参加する ����参加しない 

◎その他ご要望があれば
ご記入ください

お申込先
〒9 �21・8 �815石川県野々市市本町2－1－30㈱新日本ツーリスト 

℡076－248・1455FAXO76・248－6767 

赤い風船旅行条件書諾驚喜望諾諾意認諾㌶筈認諾諾課雲斑望深主語の5の定めるところの緋書面の‾部と糾打。　　　　　，5．7月改定
1．募集型企画旅行契約
（1）赤い風船・（WENS赤い風船）は（株）日本旅行（以下「当社」といい
ます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、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を締結することになります。
（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている
条件のほか、ご施行お申し込み時にお渡しする旅行条件杏、出発前に
お渡しする最終旅行日程表及び当社旅行莱約款募集型企画旅行契約
の部によります。

2．旅行のお申し込みと契約の成立
（1）申込苔に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金ま
たは旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行
代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付
けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の
旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して3日以内に申込香と
申込金を提出していただきます。この期間内に申込杏と申込金を位出さ
れない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（3）申込金（お一人様につき）

即仰臥畑脚円浦 馴珊揖1岬闇
旅行代全の罰％以上

（4）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（3）の申込金を受
領したときに成立したものとします。
（5）通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に
成立します。ただし、e－mail等の電子承諾通知による方法により通知する
場合は、その通知がお客様に到着したときに成立するものとします。
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日前にあた
る日より前にお支払いいただきます。

4．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人月に浦たない場
合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始
日の前日から起覧してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行は3日
前）より前に連絡させていただき、お預かりしている施行代金の全額をお
返しします。
5．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（1）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食
事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用科及び添乗員同行費用が
含まれます。
（2）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用
は含まれません。
6．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
（1）お客様はいつでも次に定める取消科（お一人様につき）をお支払い
いただいて、旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受
している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消科を差し引き払い
戻しいたします。申込金のみで取消科がまかなえないときは、その差額を
申し受けます。

1－一　芸州：£　購 �取〉 �＝ 　日帰り旅行 

無料 �！■料 

無料 

旅行代金の40％ �旅行代金の40％ 

」．1こ′　＝・・ �′・・　j　∴′　＝・・ 

（2）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨を
お申し出いただいた日とします。

（3）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される
場合、旅行費用全掛こ対して取消科が適用されます。
（4）宿泊のみご予約になった場合

瑠謝弧 �当日 �卿柑匝約日帥日軸日輌目前叫8日甫～加日嗣 
1－14名 �100％ �50％ �20％　l　　　　無料 

115～く氾名 131名以上 �1100％ 1100％ �150％ 150％ �1　　　20％　　　l　　無料 

7．個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」著l
記載の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます。）ご掟供いただいた
個人情報について、①お客様との間の連絡のため、⑧旅行に関して運
送・宿泊機関等のサービス手配、碇供のため、（釘旅行に関する諸手続の
ため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する
保険手続のため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させて
いただきます。
（2）上記④、⑨の目的を達成するため、お客様の氏名、任所、屯話番号、
搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供する撃があります。
（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご捉供いただいた個人
惰報のうち、氏名、住所、亀話番号、メールアドレス等の連絡先を、
各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用さ
せていただきます。なお当社グループ会社の名称は当社のホームページ
（http・／／wwwntacojp）をご参照下さい。

8．ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この施行条件は2016年2月1［を基準としています。また旅行代金は
2016年2月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。


