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出発日

2019年3月2日(土)
　￥2,500 

大塚 真理子　
【活動内容】
・vivi2017年 10月号・5月号、2018年2月号掲載 ・ａｒ 2018年3月号他 掲載
・EVERLONG 「美しい人」より「88」ＭＶ出演 ・ラッキーウィンク へあ編みサポーター パッケージモデル
・ボリュームキープバレッタ パッケージモデル ・pageboy 2017 a/w lookbook モデル
・prisilawig  モデル ・KADOKAWA SNOOPY MOOKBOOK モデル
・関西コレクション2018s/s出演

モデル兼
インスタグラマーとして活躍中の

旅行申し込み書
㈱日本旅行 草津支店 へFAXまたはメールにてお申込みください。(電話での受付は行いません）

パンフレット記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での運送・観光施設等への個人情報の提供について同意のうえ、申込みます。

フリガナ

氏名（代表者）

参加コース
（○をしてください）

第１コース（3月2日㊏）　　・　　第２コース（3月17日㊐）

★今回のツアー申し込み理由は何ですか？ ★

男  ・ 女 才
姓 名

性 

別

＊この書類はお手続きに必要な項目ばかりですので、必ず全ての事項をご記入下さい。

FAX 077- 562- 5613 e-mail kosuke_yamamoto@nta.co.jp

【お客様の個人情報の取扱いについて】
①当社では、お客様からのご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、申込みいただきました観光の手配、チケットの発送、お客様との間の連絡及
び現地手配部門への提供ならびにこれらに付随する業務を行うために利用します。
②その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては当社ホームページ（http://www.nta.co.jp)をご参照下さい。
③個人情報の取扱いに関する問合せは旅行担当者まで（担当者：山本・岡本）
　株式会社日本旅行草津支店　〒525-0032 草津市大路1-10-1 第二南洋軒ビル3F　ＴＥＬ:077-562-6001　ＦＡＸ:077-562-8820

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。　＊詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申込みください。
当パンフレットは旅行業法第12条の４に定める取引条件の説明書類及び同法第12条の５に定め
る契約書面の一部となります。当旅行は㈱日本旅行草津支店(以下当社という)が企画・実施する
旅行であり当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事になります。
●お申込方法と契約の成立:①当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お一人様につき申込
金（食事代）を添えてお申込み下さい。お申込金は旅行代金・取消料・違約料の一部又は全部に組
入れます。
②契約は当社が旅行締結を承認し申込金を受理した時に成立します。④旅行代金は旅行出発日
前日から起算して11日目に当たる日よりも前にお支払い頂きます。
●旅行中止の場合:ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、
当社は旅行催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日前日から起算して11日目に当
たる日より前にご連絡し、お預かりしている旅行代金全額をお返し致します。
●取消料:お客様は次の取消料をお支払い頂く事により旅行契約を解除することができます。な
お取消日とはお客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申出頂いた日とします。

●旅行代金に含まれるもの含まれないもの:パンフレットに記載された日程に明示した交通費、入場料、
消費税、添乗員同行費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質諸
費用は含まれません
●免責事項:お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は当社は賠償の責任を負いません。①
天災地変・気象条件・暴動又はこれらのために生ずる旅行日程変更若しくは旅行中止。②運送・宿泊機
関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。③官公署の命
令、又は伝染病による隔離自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通又はこれらによって
生ずる旅行日程の変更若しくは目的地変更・滞在時間の短縮。
●特別補償:お客様が主催旅行参加中に生命・身体又は手荷物に被られた一定の損害について当社の
故意・過失の有無に関らず特別補償規定に定めるところにより補償金又は見舞金をお支払いします。
●旅程補償:当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の
部第29条別表二欄)に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところにより変更補償金をお支
払いします。
●個人情報の取扱い:①当社は旅行申込みの際にご提供頂いた個人情報についてお客様との連絡や
運送、宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させて頂きます。
②当社、当社グループ会社及び販売店では、⑴取扱う商品、サービス等のご案内、⑵ご意見、ご感想の
提供・アンケートのお願い、⑶統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂く事があります。
③この他当社の個人情報の取扱いに関する方針等についてはホームページ(http:www.nta.co.jp)
でご確認下さい。
●当パンフレットに記載されている旅行日程の旅行代金は2019年1月30日日現在を基準としています。
●旅行保険:当社は安心してご旅行して頂く為お客様ご自身で旅行保険に加入されることをお勧めし
ています。

右記日帰り旅行以外
無料

旅行代金の20％
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旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①２１日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第2号

草津支店 〒525-0032 草津市大路1-10-1
総合旅行業務取扱管理者／岡本 弘二

西日本19-029

【営業日・営業時間】 月～金／10：00～18：00　土・日・祝／定休日

お問合せ・お申込み
担当：山本・岡本
電話：077-562-6001
FAX：077-562-5613

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に際し、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。
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齢

フリガナ

お連れ様氏名
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携 帯 　　　ー 　　　　  ー

第1コース

ご旅行代金

出発日

2019年3月17日(日)
　￥3,000

第2コース

ご旅行代金

保険会社：損害保険ジャパン日本興亜株式会社
保険内容：死亡・後遺障害1，500万円　入院見舞金7日未満2万円、通院見舞金3日以上7日未満1万円

共同企画：南びわ湖観光推進協議会
旅行企画・実施：㈱日本旅行草津支店



・日帰りコースの参加条件は下記となります。
（年齢：20歳代～80歳代の方限定）
・両コースとも1組4名までお申込みいただけます。
・雨天決行。
  中止の場合は弊社からご連絡いたします。

＊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ございます。
　特別な配慮や措置が必要となる可能性のある方は、ご相談させていただきますので、係員に必ずお申し出ください。

参加条件
・当ツアーには、旅行傷害保険が含まれています。
・所定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。
・応募多数の場合、参加者の決定については抽選とさせて
  頂きます。
  結果につきましては後日（2月28日頃）書面またはメールで
  ご連絡させて頂きます。

旅行条件

予定
Schedule

観光スポット
sightseeing spot

●申込期間 ～2019年2月26日（火）
●出 発  日 2019年3月2日（土）日帰り
●旅行代金 2,500円（税込）　朝0回 昼1回 夕0回
●募集人員 15名　最少催行人員7名
●集合場所 JR大津駅改札前
●添 乗  員 同行いたします。
●貸切バス 近江鉄道バス（ガイド無）

●申込期間 ～2019年2月26日（火）
●出 発  日 2019年3月17日（土）日帰り
●旅行代金 3,000円（税込）　朝0回 昼1回 夕0回
●募集人員 15名　最少催行人員7名
●集合場所 JR野洲駅改札前
●添 乗  員 同行いたします。
●貸切バス 近江鉄道バス（ガイド無）

10：０0 JR野洲駅改札前集合

10：50 大池寺 撮影

12：30 CICERO 昼食

14：00 フェリーチェ 撮影

15：00 鮎家の郷 撮影

16：30 WABARA Cafe 写真お披露目会

17：40 守山駅 解散

18：00 野洲駅 解散

CHECK!

3/17sun

10：０0 ＪＲ大津駅改札前集合

10：30 びわ湖大津館 撮影

11：45 NICOLAOにてご昼食

12：55 吉田家 撮影

14：00 光の穂 写真お披露目会

16：00 大津駅 解散

3/2sat

CHECK!

CHECK!

3/2(土)コース

3/17(日)コース

びわ湖大津館
びわ湖大津館は昭和レ
トロな建物。隣接する敷
地には、四季折々の花々
が楽しめるイングリッ
シュガーデンがありま
す。チャペルもあります
のでインスタ映えするこ
と間違えなし！

NICOLAO
スマホ片手には食べられ
ないサンドイッチ。「食べ
る」ことに意識を置くと、
パンと野菜をしっかり「味
わいながら」食べられる。
野菜ってこんなにおいし
かったんだ！と改めて感
じるにちがいありません。
見た目に美しく、食べて
美味く、体にウレシイ。

吉田家
吉田家は、代々庄屋を
務めた旧家で江戸期の
民家として規模の大き
いもので広大な屋敷地
を備えられています。
庭園様式は、主屋の書
院の南西に面して、枯池
を穿ち築山を設けた枯
池式枯山水庭園です。

大池寺
臨済宗妙心寺派の「大池
寺」。ここには滋賀県で
も随一とされる庭園があ
ることで知られています。
その名も「蓬莱庭園」と
呼ばれる庭は小堀遠州
作と伝わる、サツキの大
刈り込みが見事な枯山
水庭園！キレイな庭を
いっぱい撮りましょう！

フェリーチェ
滋賀県最大級のいちご
狩りができる農園です。
約8500平米の広大な
敷地で、55000株のい
ちごを育てています。清
潔感のあるいちご園で
甘いいちごを召し上がっ
てください。

WABARA Cafe
バラがいっぱいの可愛
すぎるカフェ。
ドアを開けた瞬間に漂
う優雅な”和ばら”の香
りに包まれてここに来れ
ば、きっと心が生き生き
と動き出します！


