
  JCBプレミアムカード会員限定ツアー

冬の味覚の宝庫 北陸へ
加賀屋別邸 松乃碧で寛ぐ 2日間
冬景色の富山で、まずは鮮魚と地産米を味わう寿司ランチを。国宝の名刹を訪れた後は、雨晴海岸を車窓から眺めながら、能
登半島の名湯・和倉温泉へ。美術館を思わせる宿で滞在を楽しんだ翌日は、あでやかな観光列車に乗ってご昼食。旅のクライ
マックスは、金沢芸妓がご案内する「にし茶屋街」散策です。まるで宝箱のように、美と美味が詰まった冬の北陸旅にご案内します。

伝統工芸品を散りばめた
美術館のような宿で至福の時間を

加賀屋別邸 松乃碧

宿泊宿泊

輪島塗、九谷焼、加賀友禅、金箔など地元の伝統工
芸品に彩られ、歴史ある茶室庭園をそなえた宿は、ま
るで美術館のよう。そこに泊まる特別な悦びと上質な
寛ぎの時間を満喫していただきます。館内施設でのド
リンクサービスなどが料金に含まれているインク
ルーシブシステムも魅力です。

※写真はすべてイメージです。

北陸の和と美が
詰め込まれた列車旅
「花嫁のれん」とは、花嫁の幸せを願い婚礼の日
にのれんを贈る伝統文化です。そんな美しい伝
統や、加賀友禅や輪島塗をイメージした観光列
車に乗車します。能登の食材を取り入れた和軽
食セットに舌鼓。北陸の和と美を満喫できる列
車旅をお楽しみください。

七尾線観光列車 花嫁のれん 2日目

にし茶屋街

花嫁のれん　写真提供：西日本旅客鉄道株式会社車内　写真提供：西日本旅客鉄道株式会社

金沢芸妓 にし茶屋街　写真提供：金沢市

伝統を継ぐ「金沢芸妓」の案内で
趣あふれる街並みを散策
江戸時代から金沢の歴史とともに芸を磨き、おもて
なしの心を受け継いできた「金沢芸妓」。優雅な案内
人に導かれ、出格子が美しい茶屋様式の家並みが
つづく街をめぐります。

2日目

出発日
2019年
2月21日（木）

※JCBプレミアムカードとは、JCBザ・クラス、プラチナ、
　ゴールド ザ・プレミア、ゴールド、ネクサスの総称です。

夕食グレード
アッププラン

※写真は2名様分

加能蟹付
懐石

料理

客室の一例



ツアーに関するお申し込み・お問い合わせはJCBトラベルデスクへ

JCBトラベルデスク  受付時間10:00AM～6:00PM 日・祝・12/30～1/3休
東　京  0120-950-347
大　阪  0120-950-348
※愛知県・岐阜県・富山県から西にお住まいの方は大阪へ、
　それ以外の方は東京へお電話ください。

ご案内します。で声音動自とるなにけかおにルヤイダーリフの上 ※
ガイダンスに従ってメニュー番号をご入力ください。
※JCBトラベルからお客様へご連絡する際の発信者番号は上のフリーダイヤルとなります。

●総合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れば、ご遠慮なく上の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

 

大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜東4-33　北浜 NEXU BUILD 〒540-0031
 総合旅行業務取扱管理者：広瀬 直子

受託販売 

ご旅行条件（要約） ※お申し込みの際は必ず旅行条件書（全文）をお受け取りになり、事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

●旅行企画・実施

株式会社 JTB 
観光庁長官登録旅行業第64号　一般社団法人日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11 〒140-8602

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB(東京都品川区東品川2-3-11観光庁長官登録旅行業第64号。以下
「当社」という。)が企画・実施する旅行であり、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（以下「旅行契約」という。）を締結することになります。また、旅行条件は、
以下によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程
表と称する確定書面及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約の成立時期
（1） 必要事項をお申し出のうえ、お申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代

金お支払いの際差し引かせていただきます。
（2） 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨

通知した翌日から起算して3日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いを
していただきます。

（3） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し
込みが間際の場合は当社が指定する期日まで）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、お客様の署名無くして旅行代金、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。この場合のカード利用日
は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくし
て旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。)を条件にお申し
込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取
扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
（1） 契約成立は、当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等

電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到着したとき）とします。また申込時には
「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

（2） 「力ード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅
行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。（但し、成立日が旅行開始前日から14日目に
あたる日より前の場合は「14日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」とします。）また取消料の
カードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利
用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日か
ら起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します）

（3） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができな
い場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けま
す。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いを
いただいた場合はこの限りではありません。

●取消料
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、次の金額を取消料として申し受けます。

 ●旅行代金に含まれるもの
（1） 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(特に記載がないかぎり航

空機は普通席となります)
（2） 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
（3） 旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）
（4） 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（特に記載がない限り2人部屋に

2人ずつの宿泊を基準とします。）
（5） 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
（6） 航空機による手荷物の運搬料金
（7） 現地での手荷物の運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部の空港・駅・

港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合
があります。）

（8） 添乗員同行コースの同行費用※これらの費用はお客様のご都合により、一部利用され
なくても原則として払い戻しはいたしません。

●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行約款特別補償規定に基づき、お客様が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り、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害につ
いて、規程に定める金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。・死亡補償
金：1500万円　・入院見舞金：2～20万円　・通院見舞金：1～5万円　・携行品損害補
償金：お客様1名につき～15万円（但し、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
（1） 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等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、お客様がお申し
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手配及びそ
れらのサービスの受領のために手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

（2） 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情報を
土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係
る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの
個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年10月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年10月1
日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

取消日 取消料

無料1）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、21日
目にあたる日以前の解除

2）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、20日
目にあたる日以降の解除（3～6を除く）

3）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、7日目
にあたる日以降の解除（4～6を除く）

4）旅行開始日の前日の解除
5）旅行開始当日の解除（6を除く）
6）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行代金の50％
旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の20％

観光庁長官登録旅行業第1822号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
本　　社 東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル 〒171-0033
 総合旅行業務取扱管理者：林 由梨

東京発着 178,000円　大阪発着 170,000円　現地発着 149,000円

■出発日／2019年2月21日（木）
■旅行代金　おひとり様、和洋室（基本料理）、2名様1室利用（税込）

※和室（基本料理）の場合はおひとり様3,000円引きとなります。　
※夕食グレードアッププラン／追加代金20,000円で、夕食を加能蟹付懐石に変更できます。
　本ツアーお申し込み時にご希望をお伝えください。 （ご参加のグループ単位でお申し込みください。）
※小学生以下のお子様は参加できません。

※気象条件、道路状況などにより行程が変更となる場合があります。
■発着地：東京（東京駅）、大阪（大阪駅）、現地（富山駅発／金沢駅着）　■利用交通機関：往復JR（グリーン車） ※花嫁
のれん号は普通席　■最少催行人員：12名様　■添乗員：1日目東京駅から2日目東京駅まで同行します。 ※大阪・現
地発着の方は1日目富山駅から2日目金沢駅まで同行　■宿泊：加賀屋別邸 松乃碧（和洋室または和室）　■食事：朝
1回、昼2回（車中弁当含む）、夕1回

東京駅（7：50～9：30）発 j
大阪駅（7：30～9：30）発 t 金沢駅 t 

B 国宝 高岡山瑞龍寺 B 雨晴海岸（車窓） B 宿泊箇所
宿泊箇所にて地元食材を最大限に使用した夕食をお楽しみください。　　　  ［和倉温泉泊］

宿泊箇所 B 一本杉通り（ガイドによる案内・花嫁のれん館） B 七尾駅
t（花嫁のれん2号：車中弁当） t 金沢駅 B 金沢ニューグランドホテル
金沢芸妓によるご案内
ホテル内で芸妓からのご案内 m 尾山神社 B 21世紀美術館（車窓） B 県歴史博物館（車窓） 
B 石川門 B にし茶屋街

1

2

■日程 j…新幹線　t…列車　B…バス　m…徒歩

富山駅（10：30～12：20）発 B 富山湾鮨（昼食）

j 東京駅（19：00～20：30）着
t 大阪駅（19：30～21：00）着

B 兼六園 B 金沢駅（16：30～18：00）着

観光

2日目

国指定特別名勝の廻遊式庭園
兼六園

日本三名園のひとつ・兼六園
は、加賀歴代藩主により、江
戸時代の代表的な大名庭園
として形づくられてきました。
金沢市の中心部に位置し、四
季折々の美しさを楽しめる庭
園として、国内外の観光客に
親しまれています。

兼六園／イメージ　写真提供：金沢市

1日目

加賀藩百二十万石の
威光を感じる壮大な伽藍

国宝 高岡山瑞龍寺

国宝の山門、仏殿、法堂をはじめ、境内のさまざまな建造物が
重要文化財に指定されている、歴史的にも貴重な禅宗寺院で
す。広大なスケールの伽藍でありながら、建物ひとつひとつが美
しい、国宝 高岡山瑞龍寺をご堪能ください。

高岡山瑞龍寺／イメージ　写真提供：（公社）とやま観光推進機構

1日目昼食

天然の生け簀と
米どころの幸が共演

富山湾鮨

「天然の生け簀」と称される富山
湾から揚がる旬の地魚と、米どこ
ろが誇る地産米。２つの幸が重な
る絶品鮨は、富山を訪れた人だけ
が出逢える口福です。

食事

富山湾鮨／イメージ


