《地元で遊ぼう！県内日帰りツアーキャンペーン対象商品》
旅行期間 令和4年9月16日（金）～9月30日(金）まで
※9/20、9/26を除く（高岡市美術館休館のため）

受付期間 令和4年9月16日（金）～9月29日(木）まで

◇コース◇
コース
マイカー等

各地(対象県内)

マイカー等

ホテルニューオータニ高岡【ｵﾘｼﾞﾅﾙｺｰｽﾗﾝﾁを♪】
（11：30頃～13：30頃） ※ランチが最初の目的地となります。

1

高岡市美術館

ホテルでの特製
コースランチ

謎のアーティスト・バンクシーの
ストリート作品を街並みごと再現！！
新感覚没入型の展覧会が高岡に上陸！！

マイカー等

さらに！

+

【旅行代金】
一般
高校生・シニア
小中生
小学生（お子様ランチ）

高岡市美術館
なんと
『バンクシーって誰？展』観覧引換券
【定価】※平日・休日同額、シニアは65歳以上 【割引後価格】

4,500円！
4,400円！
4,000円！
2,500円！

9,000円
8,800円
8,000円
5,000円

◎旅行代金に含まれるもの
①ホテルニューオータニ高岡にてオリジナルコースランチ

各地(対象県内)
おみやげクーポン
1,000円～2,000円分
が付いてくる♪

【おみやげクーポン】

2,000円分
2,000円分
2,000円分
1,000円分

『都万麻』店内⇒

※ご予約時に和食(3階『都万麻』※水曜定休）、
洋食（14階『ﾄｯﾌﾟﾚｽﾄﾗﾝﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ』※火曜定休）、
をお選び頂きます。

②高岡市美術館『バンクシーって誰？展』観覧券引換券
③富山おみやげクーポン2,000円または1,000円分
④国内旅行保険

ホテルニューオータニ高岡外観
『トップレストランフォーシーズン』店内⇒

◎旅行代金に含まれないもの
※昼食時の飲料代等（『富山おみやげクーポン』がご利用可能です。
※個人的諸費用（ホテル・美術館での2時間以上の駐車場代、交通費、等）
おすすめポイント①

旅行代金が安い！

キャンペーン期間中は旅行代金がなんと半額！

おすすめポイント② ホテルでのオリジナルコースランチ！
お席は事前に予約しており、お待たせしません。
おすすめポイント③ ランチ後は『バンクシーって誰？展』ご観覧！
※土日祝日は受付に時間を要する場合があります。予めご了承下さい。

おすすめポイント④ さらに「富山おみやげクーポン」付き！
富山県内加盟店で使えるおみやげクーポンが利用可能！
ホテルレストラン、高岡市美術館のショップでもご利用可能です。
※『バンクシーって誰？展』の特設ショップはご利用不可となります。
※予約お申込みの際は、予防接種済証等又は検査（ＰＣＲ検査・抗原定量検査等）
の結果通知の確認が必須となりますのでご了承下さい。裏面を必ず一読下さい。

旅行条件書 兼 申込書

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡でｵﾘｼﾞﾅﾙｺｰｽﾗﾝﾁと
高岡市美術館 KNB開局70周年記念 『バンクシーって誰？展』観覧日帰りｺｰｽ
◆ワクチン検査パッケージ適用について◆
ご旅行お申し込みに伴い、割引条件としてワクチン検査パッケージの適用が義務づけられております。お申込みの際には以下の書類確認が必須と
なりますのでご了承下さい。
☆お申込み時にご提示いただくもの
①ワクチン接種歴（3回接種）がわかる証明書（画像・コピー可）
または
②PCR検査、抗原定量検査（検体採取日より3日以内）や抗原定性検査（検査日より1日以内）にて陰性とわかる証明書（画像・コピー可）
③本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード 等）

＊お申込方法
1．以下に必要事項をご記入の上、ご来店下さい。※ＦＡＸまたはメールにてお申込みの場合、検査パッケージ、本人確認書類の添付をお願いします。
2．受付後、弊社より折り返し返信いたします。
3．参加日 １０日前よりキャンセル料が発生しますのでご注意下さい。
●最少催行人員/大人２名様
※その場合、取消料の算出は旅行代金の支援額適用前の旅行代金総額を
●食事/昼食１回
もとに計算します。旅行代金の支援額を取消料に充当する事はできません。
●添乗員は同行しません。
申込日
月
日
代 表 者 様 名
ご 住 所
電話番号
出 発 日
昼食開始希望時間
月

日

曜日

時

分

②同行者お名前：
一般 ・ 高校生 ・ シニア ・ 小中生

③同行者お名前：
一般 ・ 高校生 ・ シニア ・ 小中生

④同行者お名前：
一般 ・ 高校生 ・ シニア ・ 小中生

◇参加条件
◇注意事項

◇申し込み期限
◇取消料

（

県

一般 ・ 高校生 ・ シニア ・ 小中生

◇レストランを事前にお選び頂きます・・・ 和食
◇一般
◇高大生・シニア
◇小中生
◇お子様ランチ

4,500円
4,400円
4,000円
2,500円

×
×
×
×

名様
名様
名様
名様

=
=
=
=

）
-

または
円
円
円
円

洋食

※〇をして下さい。

ご旅行代金合計

円

●この旅行へのご参加は富山・新潟・長野・福井・岐阜・愛知・静岡・三重県民に限らせていただきます。
●2名様以上でお申込みください。
●ご旅行中はマスクの着用をお願い致します。食事中もマスク会食をお願いいたします。
●この旅行は富山県からの補助を受ける企画商品です。昼食後、当日中に高岡市美術館にて観覧いただくことが必須となります。
●旅行当日は、ホテルのレストランの受付にてお名前を仰って下さい。スタッフがお席までご案内します。
●また受付にて利用者全員の身分証明書とワクチン接種済証もしくは陰性の結果通知書を確認させて頂きます。
●ランチメニューは食材の仕入れなどで変更する場合がございます。
●レストランの予約状況によって、お申込みをお受け出来ない場合があります。その際はご了承下さい。
●『バンクシーって誰？展』の『引換証』は高岡市美術館の受付にて入場券と引き換え下さい。当日限り有効です。
●『富山おみやげクーポン』はホテルレストラン、高岡市美術館のショップまたは県内の加盟店にてご利用下さい。当日限り有効です。
●ご出発2日前までにお申し込みください。（取消料にご注意下さい）
・ご出発11日前まで無料
・ご出発10日前～8日前 通常料金（割引前）の20％
・ご出発7日前～ご出発前々日 通常料金（割引前）の30％ ・ご出発前日 通常料金（割引前）の40％
・ご出発当日 通常料金（割引前）の50％ ・ご出発当日 旅行解除または無連絡不参加の場合 通常料金（割引前）の100％

※取消の場合、お渡し済みのおみやげクーポンはご出発予定日から10日以内にご返却ください。
「コロナに対する取り組み」
●スタッフとお客様及びお客様同士の接触をできるだけ避け、対人距離を確保
●ロビー、大浴場、レストランを含めた食事場所、共用トイレ、送迎バス等、多くのお客様が同時に利用する場所での感染防止
●消毒液の設置 ●パントリーの換気（客室は強制換気） ●施設内の定期的な消毒
●従業員の毎日の体温測定、健康チェック
●お客様への健康チェック ●お客様の体調不良や新型コロナウイルスへの感染が疑われる際の対応

ご案内

旅行条件につきましては下記による他、別途お渡しする募集型企画旅行条件書をお読み下さい

●募集型企画旅行契約
●旅行代金に含まれるもの （旅行日程に明示されたもの）
このご旅行は株式会社ニュージャパントラベル（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施する旅行で
旅行日程に明示した利用交通機関の運賃・料金、送迎バス等を含む場合の料金、宿泊料金、
あります。このご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したことになります。
観光料金、食事料金及び消費税等諸税（一部注釈のあるコースにおける宿泊税を含みます）。
ご旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、パンフレット、
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原則として払戻いたしません。
最終日程表及び当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。
（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●旅行のお申込及び契約成立時期
●取消料
当社所定の旅行申込書に申込金を添えてお申し込みください。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約
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、下表の金額を取消料として申し受け
料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込
ます。
旅行契約時の解除期日（日帰り旅行）
みの場合、当社らが予約の承諾を通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払
取消料（おひとり様）
いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の承諾をし、申込金を受理したときに成立いたします。
●旅行開始日の前日から起算して
無料
●お申込金（おひとり）
さかのぼって１０日目にあたる日以前の解除
取消人員１４名以下の場合：無料
旅行代金
お申込み金
●旅行開始日の前日から起算して
取消人員が１５名以上の場合： .
さかのぼって１０日目以降の解除
旅行代金の20％
旅行代金が６万円以上
２０，０００円以上旅行代金まで
●旅行開始日の前日から起算して
旅行代金の20％
さかのぼって１０日目に当たる日以降の解除
旅行代金が３万円以上６万円未満
１０，０００円以上旅行代金まで
●旅行開始日の前日から起算して
旅行代金の30％
さかのぼって７日目に当たる日以降の解除
旅行代金が３万円未満
５，０００円以上旅行代金まで
●旅行開始日の前日
旅行代金の４0％
●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１３日目にあたる日より前（お申込みが間際の
●旅行開始日の当日
旅行代金の50％
場合は当社が定める日まで）にお支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員で
ある場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。
●無連絡不参加及び旅行開始後
旅行代金の100％
この場合のカード利用日は、お客様からおお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

旅行企画
実 施

観光庁長官登録旅行業第８１８号 （一社）日本旅行業協会会員 総合旅行業務取扱管理者 三枝 裕一

総合(国内)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、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく右記の取扱管理者にお尋ね下さい。

●旅行内容の変更
天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送
機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。なお、お客様
の申し出により旅行内容の変更がある場合は別途諸経費をいただきます。又、運送・宿泊機関の利用
人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更
することがあります。
●特別補償
当社は当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その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って身体に障害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様
又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。
また、携行品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。
ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
・死亡補償金 1500万円 ・通院見舞金 1～5万円 ・入院見舞金 2～20万円
・携行品補償金お客様一名様につき15万円（補償対象品１個あたり10万円を限度とします）
●個人情報の取り扱いについて
お申込み時にご記入いただきました個人情報につきましては、旅行目的以外の利用はいたしません。
●旅程管理
宿泊プランでは約款に定める旅程管理は行いません。旅行サービスを受けるために必要なクーポン類を
渡しますのでサービス提供を受ける手続きはお客様自身で行って頂きます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は202２年03月15日を基準としております。又、旅行代金は2022年0３月01日現在
有効な規則を基準として算出しています。

◇本社・・・・・・TEL：076-441-2000 E-mail toybox@njt.jp
FAX:076-431-2735
営業時間 月～金 10時～16時 定休日：土曜・日曜・祝日
◇ファボーレ店・・・TEL：076-465-1820
FAX:076-465-1821
受付時間 月～日 10時～1８時 定休日：ファボーレに準ずる
◇アル・プラザ小杉店・・・TEL：0766-95-5557
FAX：0766-95-5620
受付時間 月～日 10時～16時30分 定休日：毎週水曜日
◇南砺支店・・・・・TEL：0763-22-2848
FAX:0763-22-4167
営業時間 月～金 10時～16時 定休日：土曜・日曜・祝日

