
五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンと県民割は併用が可能です。

五感にごちそうかなざわ宿泊キャンペーンとは、金沢市内での「宿泊」に「食」や「体験」を組み合わせたプランの利用者に対し、
旅行プランの最大 10,000 円を割引するキャンペーンです。

五感にごちそうかなざわ宿泊キャンペーン＆県民向け県内旅行応援事業

お問い合わせ

宿泊
プラン

金沢の
お宿 お得な

31日 宿泊分まで ※２名様以上にてお申込み下さい。期間 （火）5月9日令和4年 ～（月）

25,000円➡

お一人様

（税込）万円
コース
2.5
ご旅行代金

30,000円
金沢宿泊キャンペーン利用

15,000円15,000円 10,000円10,000円

《5,000円割引》 《5,000円割引》《5,000円割引》

お支払い実額

➡
➡

お一人様

（税込）万円
コース
3
ご旅行代金

旅行企画・実施

石川県知事登録旅行業第２種８８号

金沢市旭町２丁目８番４５号　〒920-0941

電話番号　０７６－２２３－４１７７

株式会社石川県旅行業協会
ＡＮＴＡ （一社）全国旅行業協会正会員

県民割、金沢宿泊キャンペーンは、石川県、富山県、福井県、新潟県、長野県にお住いの方対象でご利用頂けます。（4月25日現在）
利用される方全員のワクチン3回接種歴又は陰性の検査証明書の提示が利用条件となります。
新型コロナウィルス感染状況などによっては、対象期間や対象者が変更になる場合があります。

（注）

さらにクーポン2,000円分付
夕食：スタンダードメニューにて手配
　　　デラックスコースの場合＠5,000円UP

夕食：デラックスメニューにて手配

県民割引利用《10,000円割引》《10,000円割引》 《10,000円割引》《10,000円割引》

販売価格25,000円

金沢宿泊キャンペーン利用
《5,000円割引》

お支払い実額

➡

さらにクーポン2,000円分付

県民割引利用

販売価格20,000円

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業の割引を先に適用し、残りのプランの代金に対し、県民割が適用になります。

プランコード  145－5 プランコード  145－6

安心、安全の感染対策プラン安心、安全の感染対策プラン

県民割について

この商品は、五感にごちそうかなざわ宿泊キャンペーン事業を活用した旅行割引プランです。※予算が上限に達した場合など、金沢市の財政事情により事業を中止する場合が
あります。当社が、給付金をお客様に代わって受領（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」をお支払い頂くこととなり
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ます。お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込み下さい。各旅館ホテルでは、
新型コロナウィルス感染症等の予防及び拡散防止のため、宿泊施設対応ガイドラインに沿った衛生管理に努めております。　※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しします
ので、事前に確認の上、お申込み下さい。

最少催行人員：２名様　　料金はサービス料、消費税、入湯税、金沢宿泊税込みの金額です。

この旅行は県民向け県内旅行応援事業支援対象です。
【支援金の受領について】支援金がお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）いたしますので、お客様は旅行代金に対する支援金
を差し引いた「お支払い実額」をお支払い頂くことになります。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ます。お客様は、当社による代理受
領についてご了承のうえお申込み下さい。【クーポンについて】表示された金額分のクーポンをお渡しします。

五感にごちそう
かなざわ宿泊キ
ャンペーン事業
について

総合旅行業務取扱管理者　畝見由樹子



ビュッフェの朝食

ANAクラウンプラザ金沢

１泊２食付　2名様以上1室

金沢（朝食ブッフェ）
金沢駅西口（朝食ハーフブッフェ）
金沢MIYABI（朝食和食又は洋食セットメニュー）

金沢・金沢駅西口・
金沢MIYABI

（2名様以上1室　休前日＠2000円UP、
　1名様1室　　　平日＠1500円UP、休前日＠4000円UP）

１泊２食付　1名様以上1室

夕食は下記店舗よりご選択下さい。
夕食は下記店舗より
ご選択下さい。

ホテル日航金沢

ビュッフェの朝食

１泊２食付　2名様以上1室

夕食は下記店舗より
ご選択下さい。

大名茶家 金沢茶屋 ポールボキューズ 「百万石の鮨」

１泊２食付　2名様以上1室

ハイアットセントリック金沢

朝食：ビュッフェスタイル
　　　（6:30～10:30）

万円
コース
３ 万円

コース
３

１泊２食付　2名様以上1室

金沢茶屋
（休前日宿泊は除く）

朝食は広間にて和食

万円
コース
３ 万円

コース
2.5

（平日、休前日同一料金）

１泊２食付　2名様以上1室

変なホテル金沢香林坊

金沢地産の料理を取り
揃えたワンプレート形
式の朝食

太鼓鮨はスタンダードコー
スのみ（デラックスなし）

夕食は下記店舗より
ご選択下さい。

夕食
店舗

万円
コース
３

夕食は下記店舗より
ご選択下さい。

夕食は下記店舗より
ご選択下さい。

ダイワロイネットホテル

3.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行の開始日の前日から起算して14日前にあたる日より前にお支払いいただきます。

旅行条件書(旅行業法12条4に定める取引条件説明書面及び同法12条5に定める契約書面の一部となります。)お申し込の際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
1.募集型企画旅行契約
この旅行は、石川県旅行業協会（以下「当社」といいます）が企画募集し実施する国内旅行であり、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。

（2）なお取消日とはお客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申込し出いただいた日とします
（3）お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。
（4）宿泊のみご予約になった場合

当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前～20日前
20,000円未満

20,000円以上50,000円未満
50,000円以上100,000円未満

100,000円以上

5,000円以上
10,000円以上
20,000円以上

旅行代金20％以上

旅行代金 申込金

  1～14名様
15～30名様
 31名様以上

100％
100％
100％

50％
50％
50％

20％
20％
30％

20％
20％
30％

20％
20％
30％

無料
20％
30％

無料
20％
30％

無料
無料
30％

無料
無料
30％

無料
無料
10％

（金曜日＠3,000円UP、休前日＠8,000円UP）

（休前日＠3,000円UP）

１泊２食付　2名様以上1室

湯涌温泉あたらしや

お部屋食（夕食は会席、
朝食は和定食）

万円
コース
３ （休前日＠1,000円UP）

１泊２食付　1名様以上1室

金沢東急ホテル

ビュッフェの朝食
（7時～10時）
夕食は下記店舗より
ご選択下さい。

（2名様以上1室平日＠2,000円UP、休前日＠5,000円UP）

（平日、休前日同一料金）

金沢市広坂2-1-1
しいのき迎賓館内

金沢市香林坊2-1-1
金沢東急ホテル内金沢市本町2-17-21

マレ・ドール ・あかめ寿司

・笠市  寿し龍

・太鼓鮨
金沢市此花町7-5-1

能加万菜 市

能加万菜 郷

金沢市上堤町1-22 三井ガーデンホテル金沢1階

金沢市本町2丁目4 -30 
金沢ビルラン 1F

金沢市広岡1-5-3　
クロスゲート金沢2F

能加万菜 万庭

金沢市片町2-21-19

金沢市本町1丁目9-15

金沢市笠市町9-7

金沢市堀川町9-22

金沢市片町1-8-22

金沢市香林坊2-1-1

料理写真は全てイメージです

能加万菜「市」割烹寿司 志げ野

旅行代金の解除期日
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旅行開始日の前日の解除　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　

取消料
　　　無料
旅行代金の  20％
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％

2.旅行申込み及び契約の成立
（1）お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は「旅行代金」又は「取消料」「違約料」
　　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、当社が予約の旨を通知した後、予約申込の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出されない場合、当社
　　 はお申込がなかったものとして取扱います。
（3）受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し事項の申込金を受領した時に成立するものとします。
（4）お申込金（お一人様につき）

5.お客様による旅行契約の解除
（1）お客様はいつでも定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除をすることが出来ます。この場合、既に
　　 収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定をの取消料を差し引き払い戻しい致します。申込金のみで取消料がまかなえない
　　 時は、その差額を申し受けます。

旅行開始後の解除または無連絡不参加

4.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（1）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行
　　 費用が含まれます。
（2）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

6.個人情報の取扱いについて
（1）石川県旅行業協会及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます。）ご提供いただいた個人旅行について
　　 ①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送、宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社
　　 の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペー
　　 ン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、ご利用させて頂きます。
（2）上記②③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を輸送、宿泊機関、土産物店に提供することがあります。
（3）当社及び当社グループ会社は、お客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を各社
　　 の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させて頂きます。
7.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2021年1月1日を基準としています。また旅行代金は2021年10月1日現在の有効な運賃、規則を基準としています。宿泊施設な
どにより、幼児（8歳未満）をお連れのときに寝具やお食事をご用命、ご利用にならなくても、およそ2000円～5000円程度の「施設利用料金」
を申し受けることがあります。この「施設使用料金」はご旅行代金には含んでいませんので、お連れの大人の方が現地にて直接お支払い下さい。

万円
コース
2.5 万円

コース
2.5

・割烹寿司志げ野

・金澤玉寿司本店

・金澤玉寿司せせらぎ通り店


