
クラブ概要 〈写真はすべてイメージです〉

（お客様ご自身）

呉羽カントリークラブ
（お客様ご自身） （お客様ご自身）

スタート時間及び、日本海コース、立山コースのご希望をお申し出ください。

【宿泊先】

◎庄川温泉　ゆめつづり　　◎庄川温泉　三楽園　　◎ロイヤルホテル富山砺波

【旅行代金】※パンフレット裏面をご覧ください

●最少催行人員/２名様 ●食事/朝食・夕食１回 ●添乗員は同行しません。●子供料金はありません。

旅行代金への支援額を取消料に充当する事はできません。

※但し、2名様1組プレーの場合　別途2サムプレー追加代金（お一人様2,200円）がかかります。

ご案内

ご旅行を取り消された場合の取消料の算出は、旅行代金の支援額適用前の旅行代金総額をもとに計算します。

2

朝食（出発） (到着)

ご自宅 ×

×

☆

ご宿泊旅館・ホテル
（午前8時以降のスタート時間にて）

●宿泊は月曜日～木曜日の平日　※祭日、休前日は除きます。

・平日（月曜日～金曜日）ゴルフ１プレー（3名～4名1組利用）代金　

呉羽カントリークラブは、1960年に開場した、日本海側を代表するコースです。富山県の中心に位置す
る、なだらかな呉羽丘陵の地形を活かした36ホールは、日本海と立山連峰が一望できるよう巧みにレイア
ウトされ ています。「日本海」と「立山」の各コースは、歴史と自然が育んでくれた見事な杉木立と、四季
折々に彩りを添え季節感を演出する豊富な樹木が、美しさの中にも戦略性を高めています。市街地から
至近距離にあることとあいまって、遠来のゴルファーから高い評価を得ています。

スケジュール
コース 食事

◎旅行代金に含まれるもの

・宿泊費用（１泊２食付き/お部屋和室2名～4名1室利用　※ホテルの場合1名～4名利用）　

※キャディー、カート、ロッカーフィ、諸税など含みます。

1

×(出発)

ご自宅 ×

●ゴルフプレーは2日目のご利用となりますが、1日目プレーに変更する事もできます。

※ご注意

夕食

ご宿泊旅館・ホテル
（宿泊）



■お支払い実額　

■基本代金

※食事条件　夕食・朝食は食事処にてのご案内となります。

※食事条件　夕食・朝食は、基本バイキングでのご案内となりますが、お客様の予約状況により、朝食は和定食になる場合がございます。

　また、追加代金（お一人様2,420円）にて和定食への変更も可能です。※但し、個室ではございません。

◇ゴルフプレーに関しまして　

「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

●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） ●旅行内容の変更

　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、観光 　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

　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。 　 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）。これらの 　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

　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、 　 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。（コースに含まれ 　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

　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。 　 ない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 　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

●旅行のお申込及び契約成立時期 ●取消料 　することがあります。

　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ます。 ●特別補償

　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 　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

　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 ●旅行開始日の前日から起算して 　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

　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。 　さかのぼって６日目にあたる日以前の解除 　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。

●お申込金（おひとり） 　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。

　・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

●旅行開始日の前日から起算して 　・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）

さかのぼって３日目に当たる日以降の解除 ●個人情報の取り扱いについて

●旅行開始日の前々日 　  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

●旅行開始日の前日 　  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。

●旅行代金のお支払い ●旅行開始日の当日

　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 ●旅行条件・旅行代金の基準

　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 ●無連絡不参加及び旅行開始後 　 この旅行条件は２０２０年９月９日を基準としております。又、旅行代金は２０２０年９月９日現在有効

　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。 　 運賃・規則を基準として算出しています。

　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。

35,000 12,250

18,850
２名１室 32,000 11,200 20,800 5,000 ２名１室 31,000

3～4名１室 30,000 10,500 19,500 5,000 3～4名１室 29,000 10,150

13,300 24,700 6,000 ２名１室

ロイヤルホテル富山砺波

１名１室 36,000 12,600 23,400 5,000 １名１室

5,000 ３名１室 37,000 12,950 24,050

5,000

10月1日～11月13日の月曜日～木曜日宿泊※11月2日（月）･３日(火)は除く 11月16日～11月30日の月曜日～木曜日宿泊※11月23日（月）は除く

ご利用人数 旅行代金 給付額 旅行実額 地域クーポン ご利用人数 旅行代金 給付額 旅行実額 地域クーポン

■基本代金

洋室/定員１～３名バス.トイレ付、和室/定員３～４名　　※共通〔お部屋の指定はできません〕、催行２名様以上

ロイヤルホテル富山砺波 ロイヤルホテル富山砺波

２名１室 38,000

地域クーポン

４名１室 35,000 12,250 22,750 5,000 ４名１室 36,000 12,600 23,400
ご利用人数 旅行代金 給付額 旅行実額 地域クーポン ご利用人数 旅行代金 給付額 旅行実額

5,000

別館：和室/定員２～４名.トイレ付、アウトバス　　※共通〔お部屋の指定はできません〕、催行２名様以上

三楽園（別館）　※お部屋はアウトバスです。 三楽園（別館）　※お部屋はアウトバスです。
10月1日～15日　・　11月9日～26日の月曜日～木曜日宿泊※11月23日（月）は除く 10月19日～11月5日の月曜日～木曜日宿泊※11月2日（月）・3日（火）は除く

２名１室 44,000 14,000 30,000 6,000２名１室 42,000 14,000 28,000 6,000

■基本代金

庄川温泉　鳥越えの宿　三楽園

３名１室 43,000 14,000 29,000 6,000

10月19日～11月5日の月曜日～木曜日宿泊※11月2日（月）・3日（火）は除く

ご利用人数 旅行代金 給付額 旅行実額 地域クーポン

４名１室 42,000 14,000 28,000 6,000

２名１室 43,000 14,000 29,000 6,000

ゆめつづり（新館　くりうめ）　

41,000

41,000 14,000 27,000 6,000
３名１室 42,000 14,000 28,000 6,000
４名１室

取消人員が１５名以上の場合：   .

                          旅行代金の20％

旅行代金が３万円未満 ５，０００円以上旅行代金まで

ゆめつづり（本館　わかくさ）　

39,000

　さかのぼって５日目以降の解除

旅行代金が６万円以上 ２０，０００円以上旅行代金まで

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

 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

取消料（おひとり様）

４名１室 40,000 14,000

10月19日～11月5日の月曜日～木曜日宿泊※11月2日（月）・3日（火）は除く

●旅行開始日の前日から起算して

旅行実額 地域クーポン

40,000 14,000 26,000 6,000

6,000
39,000 13,650 25,350 6,000

10,850
22,750 5,000
20,150 5,000

　※２サム可能です。追加代金２，２００円はゴルフ場にてお支払いください。地域クーポンにて精算もできます。

３名１室 36,000 12,600 23,400

2020.１０月　▸　2020.１1月

※食事条件　夕食・朝食はレストランにてのご案内となります。　※空室状況により、追加代金（お一人様1,100円）にてお部屋食への変更も可能です。
本館：和室/定員２～４名バス.トイレ付、新館：和室/定員２～４名バス.トイレ付　　※共通〔お部屋の指定はできません〕、催行２名様以上

開場60周年　北陸オープンゴルフトーナメント開催コース

４名１室

３名１室

２名１室

13,650 25,350 6,000
旅行代金 給付額 旅行実額 地域クーポン

14,000 27,000 6,000

26,000 6,000
３名１室 41,000

呉羽カントリークラブ１プレー宿泊付きパック（平日限定）

Ｇo Ｔo トラベル事業支援対象 ２５,３５０円～２６,０００円

ゆめつづり（新館　くりうめ）　
10月1日～15日　・　11月9日～26日の月曜日～木曜日宿泊※11月23日（月）は除く

ご利用人数

10月1日～15日　・　11月9日～26日の月曜日～木曜日宿泊※11月23日（月）は除く

（大人おひとり様）　庄川温泉　ゆめつづり　本館わかくさ和室４名１室利用　１泊２食付　の場合

＜写真はすべてイメージです＞

庄川温泉　風流味道座敷　ゆめつづり

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の４0％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

1.この旅行はＧoToトラベル事業の支援対象です。
2.旅行代金からＧoToトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
10月以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
3.給付金の受領について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびＧoToトラベル事務局は、給付金をお客様にかわって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。   なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびＧｏＴｏ.トラベル事務局による代理受領
について了承のうえお申込みください。

ご利用人数 旅行代金 給付額 旅行実額 地域クーポン

14,000 27,000 6,000

ゆめつづり（本館　わかくさ）　

ご利用人数 旅行代金 給付額

旅行代金 お申込み金
　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。

旅行契約時の解除期日

無料

取消人員１４名以下の場合：無料

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(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。

【旅行代金には諸税・サービス料が含まれております〕




