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学ぼう！ 体験しよう！ 能登・世界農業遺産の旅。

〈日帰り〉

ツアースケジュール

8:30 ＪＲ金沢駅・金沢港口（西口）
※受付は8：00より

※◎入場観光、〇下車観光
※コロナウイルス感染対策を行い実施致します。
※感染対策の観点より、２班に分けツアーを行うことが
　ございます。
※全行程貸切バス利用。

りょう

旅行企画・実施／近畿日本ツーリスト株式会社金沢支店 　金沢市彦三町1-2-1 TEL:076-232-0571  観光庁長官登録旅行業 第２０５３号　　　一般社団法人日本旅行業協会 正会員　総合旅行業取扱管理者 平出　昌広
事業企画／アサヒビール株式会社、世界農業遺産活用実行委員会

お
申
し
込
み

お申し込み
・お問合せ

　 近畿日本ツーリスト株式会社金沢支店　金沢市彦三町1-2-1 TEL:076-232-0571

ハガキもしくは、FAXにて必要事項（お名前・ご住所・年齢・電話番号・応募動機）をご記入の上お申込みください。申込方法
※電話番号は日中ご連絡可能な電話番号（携帯電話など）をご記入ください。 ※応募者の個人情報は目的以外で使用いたしません。
【ハガキでのご応募】 
【FAXでのご応募】　FAX.076-232-3228

〒920-0901 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三3階 近畿日本ツーリスト株式会社金沢支店内 世界農業遺産スタディバスツアー事務局宛

応募期間
※当選者への通知は事務局より
　電話にてご連絡いたします。2022年6月27日（月）～7月14日（木） ハガキは消印有効 応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

旅行代金 １名様 3,000円  ※アサヒビール株式会社、世界農業遺産活用実行委員会より助成後の金額となります。※おとな・こども同額
お持ち物 動きやすい服装・シューズ、熱中症対策を行いご参加ください。雨天時は長靴、傘（レインウェア）をご持参ください。

■添乗員：同行します。　■最少催行人員：２名様　■食事条件：朝食０回・昼食１回・夕食０回　■旅行代金に含まれるもの：旅行日程に記載した運送機関の運賃料金、食事代、観光入場料金、体験費用、
添乗員必要経費など　■旅行代金に含まれないもの：行程に含まれない交通費等の諸経費及び個人的費用　■利用バス会社：丸一観光

近畿日本ツーリスト株式会社金沢支店（以下「当社」）およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行
契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提
供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で連絡先の方へ連絡する必要があると当社が認めた場合に使用させて頂きます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当
社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

個人情報の取り扱いについて
イ.

ロ.

ハ.

ニ. 6044-22-06-0032

ご旅行条件書（抜粋）【お申し込みの際には、詳しい国内募集型旅行条件書（全文）をお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。】

※写真はイメージです。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

2011年6月にFAO(国連食糧農業機関)により、
日本で初めて世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」。
世界農業遺産活用実行委員会とアサヒビールは、志賀町の知られざる魅力を
再発見するツアーを実施します。この機会に楽しく学びませんか？

2011年6月にFAO(国連食糧農業機関)により、
日本で初めて世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」。
世界農業遺産活用実行委員会とアサヒビールは、志賀町の知られざる魅力を
再発見するツアーを実施します。この機会に楽しく学びませんか？

「旧福浦灯台散策と福浦港の歴史」
ガイド付き

ガイド付き

1

ブランド牛「能登牛」の見学・解説3

「しあわせを呼ぶ貝」で貝細工体験２

地域特産と自然栽培野菜の解説

昼 食

獲れたて新鮮！海鮮丼

道の駅のと千里浜（羽咋市）

シーサイドヴィラ渤海

能登牛繁殖センター

クラフト華

4

10:00 1 ◯旧福浦灯台・福浦港散策

11:20 2 ◎桜貝を使った貝細工体験

12:30 昼食 ◎シーサイドヴィラ渤海獲れたて新鮮！特製 海鮮丼

17:15 ＪＲ金沢駅・金沢港口（西口）到着・解散

旅行代金1名様 3,000円

参加者
募集

限定 15ペ  

ア 組30名様
※お１人様での参加をご希望の場合は応相談。

応募資格 原則2名1組（ペア）にて参加いただける方 ※満18歳未満の方のご参加については保護者との同行の上、小学生以上の方に限らせていただきます。
※お１人様での参加をご希望の場合は応相談。

1876年に建造された日本最
古の木造灯台「旧福浦灯台」
の散策と、北前船の寄港地と
してかつて栄えた「福浦港」の
歴史を学びます。

能登の美しい自然の中で丹精
込めて育てられている「能登
牛」について、「てらおか風舎」
の寺岡さんが解説。循環型農
業についても学びます。

能登の“いい”がギュッと詰
まった「道の駅のと千里浜」。
能登野菜やジビエ、地域特
産について学びます。能登の
里山里海のお土産も購入可能
です。

有名ガイドブックへの掲載や
多数のメディアで取り上げら
れた名ホテルで、獲れたての
海の幸をお楽しみください。

増穂浦海岸は日本三大小貝名
所で、波打ち際にはさまざまな
小貝が流れ着きます。自然につ
いて学びながら、桜貝を使った
思い出の一品を作ります。

　～知られざる志賀町の魅力～

 7月31日　 in 志賀町 7月31日　 in 志賀町 7月31日　 in 志賀町日

受付時間 9:30～17:30   ※土・日・祝を除く ※休業日と営業時間外の取消・変更のお申し出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。

東京大学大学院 教授
こうさか りょう

香坂 玲 
ツアーに同行し、世
界農業遺産「能登
の里山里海」につい
て、楽しく、わかり
やすく解説します。

※都合により不参加の場合は、県職員の解説となります。

13:50 3 ◯能登牛繁殖センター見学

15:30 4 ◎道の駅のと千里浜（羽咋市）
地域の特産・取り組みの話/買物

1. 募集型企画旅行契約

２. 旅行の申し込み

この旅行は近畿日本ツーリスト株式会社金沢支店（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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。又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに
記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行の部）」によります。 

（1）申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申し込み金は旅行代金、
        取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
（2)  当社は電話、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は契約は成立し
       ておらず、当社が予約を承諾を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
　　

3. 契約の成立と契約書面の交付

　　書面」といいます）をお渡しいたします。（当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約面の一部といたします）当社が手
　　配した旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、等契約書面に記載いたします　。
(4) お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客さまの承
　　諾を得て、お客さまが「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。（以下
　　「ウェイティグ登録」といいます。）その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が
　　完了した場合した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。
　　ただし、当社がその予約可能通知の前にお客さまから「ウェイティグ登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限ま
　　でに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティグ登録」は予約の完了を保証する
　　ものではありません。

（1）募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
（2)  通信恵沢の前項の規定にかかわらず、当社の契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、
        契約締結を承諾する旨をe-mail 等のでんし承諾通知の方法で通知した場合は、その通知はお客さまに到達した時に成立する
　　ものとします。
(3) 当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約
      

（1）お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。
（2)  お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努め
　　なければなりません。
(3)  お客さまは、旅行開始後に契約書面の記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地
　　において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

4. 通信契約
当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）の
カード会員（以下「会員」といいます。）より所定の伝票への会員の署名なくしての旅行代金等のお支払いを受けることを条件に
「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による」申し込を受ける場合があります。（受託旅行業者により当
該取扱が出来ない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員の署名をい
ただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。）

5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払い下さい。
旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。
●添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記の諸費用は、お客様の都合により、
　一部利用されなくても払戻しいたしません。（行程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）

6. お客様方の旅行契約の解除（旅行開始前）

募集型企画旅行の取消料

お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除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）から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないと
きは、その差額を申し受けます。（なお、表でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」（以下「当社ら」

といいます。）のそれぞれの営業日、営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準とします。）

7. お客様の責任

当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中
に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び
見舞金を支払います。

8. 特別補償

この旅行条件は令和４年6月1日現在を基準をしています。
また、旅行代金は令和４年6月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合が、原則として消費税等に諸税が課せら
れますのでご了承ください。

9. 基準期限

（3）１８歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。１５歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。（但し一部のコ
　　　ースを除きます。）15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
（4)  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。詳細は、「国内
        募集型企画旅行条件書」の「3. 申込条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させて頂き
       ますので、必ずお申し出ください。
　　

旅行代金

お申込金 6,000円～
旅行代金まで

12,000円～
旅行代金まで

20,000円～
旅行代金まで

30,000円～
旅行代金まで

代金の20%～
旅行代金まで

3万円未満 15万円未満10万円以上
15万円未満

6万円以上
10万円未満

3万円以上
6万円未満

取  消  日

取消料率

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

7日目～2日前日帰り：10日目～8日前
日帰り以外：20日目～8日前

20% 30% 40% 50% 100%

旅行開始日の
前日

旅行開始後および
無連絡不参加

旅行開始日の当日
（旅行開始前）

2022年 2022年 2022年 
出発日出発日出発日

登録番号 10450202（02）
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