
日 程 予 定 食 事

1
2015年
7月22日
（水）

06：16 東京発 北陸新幹線 かがやき501号
06：42 大宮発
08：46 金沢着 レンタカーにて ゴルフ倶楽部金沢リンクスへ
09：30 ゴルフコースに到着

ゴルフプレー 4組 (10:32～ TEE OFF)
★乗用カート・キャディさん付き★

17：00 ホールアウト後、金沢市内ホテルへ移動
18：00 ホテルチェックイン ＜金沢市内ホテル泊＞

昼：各 自

夕：各 自

2
7月23日
（木）

07：00 朝食

金沢市内観光
①兼六園・金沢城公園 ②ひがし茶屋街・近江町市場・お買い物
昼食後、能登半島へ
③千里浜ドライブウェイ

16：00              旅館チェックイン
18：00 夕食 ＜和倉温泉旅館泊＞

朝：宿泊施設

昼：各 自

夕：宿泊施設

3
7月24日
（金）

07：00           朝食
朝食後、レンタカーにて能登島ゴルフ&カントリーへ

ゴルフプレー 4組(08:28～ TEE OFF)
★乗用カート・キャディさん付き★
プレー終了後、レンタカーにて金沢駅へ
金沢駅でお土産タイムと各自夕食

18：51 金沢発 北陸新幹線 かがやき514号
20：56 大宮着
21：19 東京着

朝：宿泊施設

昼：各 自

夕：各 自

北陸新幹線＜かがやき＞で行く2泊3日2プレー

■実施期間：2015年7月22日（水）～24日（金）【2泊3日】
■食事：朝2回・昼0回・夕1回 ※女性及び60歳以上の男性は3日目ゴルフ場で昼食がつきます

■宿泊：金沢市内/ホテルトラスティ ※ホテルは2名1室となります

和倉温泉/美湾荘(予定) ※旅館は2～4名1室の予定です

■ゴルフ：初日/ゴルフ倶楽部金沢リンクス 最終日/能登島ゴルフ&カントリー
■最少催行人員：9名【募集定員16名】 ※6/28募集締め切りです
■追加代金：1名1室ご利用の場合 基本代金+15,000円となります
※70歳以上の方は各ゴルフ場において利用税が免除になります。身分証明証をご持参の上、プレー前に
フロントへ申請してください。

募集要項



■ご旅行代金に含まれないもの（主なもの一部）
・1名で1室ご利用の場合追加代金 ・個人的性質な費用：クリーニング代、通信費など ・練習場のボール代
・食事中の飲み物代 ・昼食代 ・飲み物代 ・往復宅配便 ・国内傷害保険

住 所 〒277-0932 さいたま市見沼区東大宮5-25-4-3

電話／FAX 048-796-0960／048-796-0961

お申し込み・お問合せ先

【ツアー代金振込先】
金融機関名：武蔵野銀行 東大宮支店(店番号032)
口座番号 ：普通１０３５７１３ 口座名 ：株式会社フラッグス
（なお お振込みに掛かる手数料はお客様ご負担でお願い申し上げます）
★★2015年7月10日までにお振込みください。スクール各担当コーチ・オフィスにてお支払いも可能です

【2015年 フラッグス 金沢・能登島ゴルフ満喫ツアー】

参 加 申 込 書
ご氏名 ご年齢 .

ご住所 〒 －
連絡先 （ ） －

お部屋 （ ）2人部屋希望 ※ 様と
（ ）1人部屋希望 ※15,000円追加です

お申し込みFAX：048-796-0961 お申込日 2015年 月 日

※必要事項をご記入の上、弊社までFAXにてお申し込みください

■ご旅行代金に含まれるもの（主なもの一部）
・往復北陸新幹線(東京・大宮⇔金沢乗車券、特急券指定席) ・金沢市内ホテル(2名1室)
・和倉温泉旅館(2～4名1室)  ・食事(朝食2回、夕食1回) 飲み物代 ・全行程の移動費用
・ゴルフ代(グリーンフィー・キャディフィー・カートフィ込)

(ゴルフ倶楽部金沢リンクス・能登島ゴルフ&カントリー)

ゴルフ倶楽部金沢リンクス
（初日）

能登島ゴルフ&カントリー
（最終日）

【ゴルフバッグ送付先】
〒920-0227 石川県金沢市栗崎浜町1-2
TEL 076-237-2222

〒926-0293 石川県七尾市能登島半浦7-1
TEL 0767-85-2311



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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

〔募集型企画旅行契約〕
（１）この旅行は、日通旅行株式会社（東京都港区新橋1-5-2、観光庁長
官登録旅行業第1937号）（以下当社と言います。）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。
（２）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡し
する国内募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行
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・契約成立の時期〕
通常はお客様個々との契約になりますが、今回は弊社とフラッグスとの契
約となります。参加成立の時期はお客様が松崎プロへ参加の意思表示をし
た時点となります。
〔旅行代金のお支払い〕
ご旅行代金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる
日より前にお支払いいただきます。
〔旅行代金に含まれるもの〕
旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、送迎料金 ・旅行日程に明
示した宿泊料金【洋室4名1室利用】及び税、サービス料金・旅行日程に
明示した食事料金（機内食を除く）・団体行動に必要な心付・プロレッス
ン費用
〔旅行代金に含まれないもの〕
・飲み物代、追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、
サービス料・日本国内における自宅から集合／解散場所までの交通費、

・お客様の傷害・疾病に対する医療費
・3名1室、2名1室、1名1室利用時の追加代金
〔旅行契約内容・代金の変更〕
当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。
詳しくは、「条件書」によります。
〔取消料〕
お客様はいつでも右記の取消料を支払って旅行契約を解除することができ
ます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場
合も下記取消料をいただきます。

解除時期など 取消料
旅行開始日の前日からさかのぼって 20～８日目

旅行代金の20％
７～前々日 旅行代金の30%

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
旅行開始当日の解除 旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%

〔当社の責任〕
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を賠償いたします。
（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または重大な過失がある場合を除きお１
人15万円までとし、損害発生の翌日から起算して１４日以内に通知された場合）
その他は「条件書」によります。
〔特別補償〕
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然な外来の事故に
より生命、身体または手荷物に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払
います。詳しくは「条件書」によります。
〔旅程保証〕
旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更の内容に応じて変更補
償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。
〔お客様の責任〕
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が
損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。
〔クレジットカード利用の通信契約〕
当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいます。）
より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下「通信契約」
といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合
があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に加えて「カード名」「カー
ド番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。通信契約による旅
行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時に成立し、その他の通信手
段による申込みの場合は、当社・ｪ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。通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契
約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契
約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

〔最少催行人員〕
25名。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあります。
ただし、この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日
目(日帰り旅行の場合は３日目)にあたる日より前に通知いたします
〔最終日程表の交付時期〕
確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は
旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降
にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付することがあり
ます。
なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況について
ご説明いたします。
〔個人情報の取り扱いについて〕
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個
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、お客様がお申込いただいた旅行の手配において必要な範囲内で運
送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。
〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
この旅行条件は、下記の日付を基準としています。
2015年4月24日
旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第1937号東京都港区新橋1-5-2

(一社)日本旅行業協会正会員

解除時期など 取消料

旅行開始日の前日
からさかのぼって

20～８日目 旅行代金の20％

７～前々日 旅行代金の30%

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%

旅行開始当日の解除 旅行代金の50%

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%

日通旅行ホームページ
http://www.nittsu-ryoko.co.jp/

※写真について
掲載している写真は撮影時のアングル・天候など諸条件に
より、実際にご覧になる景観とは異なる場合があります。
また、｢ｲﾒｰｼﾞ｣と付記されている写真は旅行日程とは関係
ない旅行目的のｲﾒｰｼﾞ、旅情等を表現したものです。

時間帯の目安
早朝=04:01-06:00 朝=06:01-08:00 午前=08:01-12:00
午後=12:01-18:00(昼=12:01-14:00 夕刻=16:01-18:00)
夜=18:01-23:00 深夜=23:01-04:00

日通旅行㈱

団体営業部

旅行条件(抜粋) ※お申し込み頂く前に別途お渡しする「募集型企画旅行条件書」を必ずお読みください。

募集要項

■実施期間：2015年7月22日（水）～24日（金）【2泊3日(2名1室)】
■食事：朝2回・昼0回・夕1回
■宿泊施設：金沢市内/ホテルトラスティ 和倉温泉/美湾荘予定
■添乗員：同行いたしません。
■最少催行人員：9名【募集定員16名】 ※6/28募集締め切り
■追加代金（お1人様2泊分 基本代金に追加となります）：

1名1室ご利用+15,000円

■ご旅行代金に含まれないもの（主なもの一部）
・1名で1室ご利用の場合追加代金 ・個人的性質な費用：クリーニング代、通信費など ・練習場のボール代
・食事中の飲み物代 ・昼食代 ・飲み物代 ・往復宅配便 ・国内傷害保険

住 所 〒277-0932 さいたま市見沼区東大宮5-25-4-3

電話／FAX 048-796-0960／048-796-0961

お申し込み・お問合せ先

お申し込みFAX：048-796-0961


