
★ゴールドプラン★　輪島温泉と和倉温泉に泊まる
日時 食事

朝：×
10/15 昼：×
(木) 夕：〇

＊ご希望の方は別途オプショナルツアー（タクシープラン）の設定もございます。詳しくは裏面をご覧ください。
朝：〇
昼：〇
夕：〇

10/16

（金）

朝：〇
10/17 昼：〇
（土） 夕：×

日時 食事

朝：×
10/15 昼：×
（木） 夕：〇

＊ご希望の方は別途オプショナルツアー（タクシープラン）の設定もございます。詳しくは裏面をご覧ください。
朝：〇
昼：〇
夕：〇

10/16

（金）

朝：〇
10/17 昼：〇
（土） 夕：×

※発着時間及び交通機関は,変更になる場合がございます。予めご了承ください。

★★プレミアムプラン★★　九十九湾・百楽荘と和倉温泉・加賀屋に泊まる

千年以上も歴史ある市 能登を代表するお祭り 日本海に面した棚田 国指定重要文化財

ホテル ＝ ☆輪島朝市散策 ＝ ★輪島キリコ会館 ＝ ☆白米千枚田 ＝ ★上時国家 ＝
8：20 8：30／9：10 9：15／10：00 10：15／10：40 10：50／11：50

海と岩が織りなす自然美 揚げ浜式塩田資料館 高さ２８mの奇岩

＝ 〇曽々木海岸 ＝ 庄屋の館（昼食） ＝ ☆すず塩田村 ＝ ☆見附島（軍艦島）
12：00／12：50 13：00／13：25 14：00／14：25

ガラス専門美術館 日本で唯一、車で走れる砂浜

ホテル ＝ ★能登島ガラス美術館 ＝ 〇千里浜なぎさドライブウェイ（昼食） ＝
8：40 9：00／9：50 11：00／11：30～12：20

＝ 能登空港 ⇒⇒ FDA直行便 ⇒⇒ 三沢空港
13：45／14：45 16：00 ／ 到着後、解散

国指定重要文化財 海と岩が織りなす自然美 日本海に面した棚田 能登を代表するお祭り

ホテル ＝ ★上時国家 ＝ 〇曽々木海岸 ＝ ☆白米千枚田 ＝ ★輪島キリコ会館 ＝
8：20 9：10／10：00 10：15／10：30 10：45／11：30

輪島塗の工房 歩くとキュッと鳴く砂浜 大自然の造形美

＝ ☆しおやす漆器工房（昼食） ＝ ☆鳴き砂の浜・琴ケ浜 ＝ ☆能登金剛・巌門 ＝
11：40～12：00／12：50 13：45／14：10 14：40／15：30

ガラス専門美術館 日本で唯一、車で走れる砂浜

ホテル ＝ ★能登島ガラス美術館 ＝ 〇千里浜なぎさドライブウェイ（昼食） ＝
8：40 9：00／9：50 11：00／11：30～12：20

大自然の造形美 日本海を一望できる温泉

三沢空港 ⇒⇒ FDA直行便 ⇒⇒ 能登空港 ＝ ☆能登金剛・巌門 ＝ 輪島温泉（泊）

／12：45 14：10／14：30 15：15 ～ 16：15 17：20

【宿泊施設：輪島温泉 ホテルこうしゅうえん 花うるし館】

開湯１２００年の『海の温泉』と世界農業遺産『能登の里山』の恵みをお楽しみください。

＝ ☆道の駅のとじま ＝ 和倉温泉（泊）
15：40／16：10 16：30

【宿泊施設：和倉温泉 加賀屋姉妹館 あえの風 東の風】

能登半島最先端・能登のパワースポット 高さ２８mの奇岩 日本百景の絶景

三沢空港 ⇒FDA直行便⇒ 能登空港 ＝ ★空中展望台スカイバード ＝ 〇見附島 ＝ 九十九湾（泊）

／12：45 14：10／14：30 15：30 ～ 16：20 17：20

【宿泊施設：九十九湾 百楽荘】

開湯１２００年の『海の温泉』と世界農業遺産『能登の里山』の恵みをお楽しみください。

＝ 和倉温泉（泊） 百一〇年以上続く老舗旅館・旅館ランキングでは３６年連続１位獲得の宿
16：10

【宿泊施設：和倉温泉 加賀屋 雪月花の館】

＝ 能登空港 ⇒⇒ FDA直行便 ⇒⇒ 三沢空港
13：45／14：45 16：00 ／ 到着後、解散

行 程 表 （ ★入場観光 ☆下車観光 〇車窓観光 ）

行 程 表 （ ★入場観光 ☆下車観光 〇車窓観光 ）

1泊目 輪島温泉 ：

2泊目 和倉温泉 ：

1泊目 九十九湾 ： 九十九湾　百楽荘

2泊目 和倉温泉 ： 加賀屋／雪月花の館

※ホテルは、他の同等クラスのホテルに変更になる場合もあります。

《ご宿泊予定施設》

★ゴールドプラン★

ホテルこうしゅうえん／花うるし館

加賀屋姉妹館あえの風／東の風

★★プレミアムプラン★★

≪旅行条件≫

■出発地：三沢空港■最少催行人員：４０名様■利用バス会社：なるわ交通

■食事条件：朝食２回・昼食２回・夕食２回

■ＦＤＡ航空料金・貸切バス・観光費・宿泊代が含まれております。

■添乗員：三沢空港より同行致します。

ＦＤＡチャーター便で行く

☆ ゴールドプラン ☆

☆☆ プレミアムプラン ☆☆

世界農業遺産・白米千枚田（イメージ）

＊お申込みは２名様からとなります。

（最少催行人員 ４０名）

令和２年三沢空港利用促進特別企画

能登金剛（イメージ）

GoToトラベル事業支援対象

＊旅行代金の詳細は裏面に掲載しております。

お支払い実額



 

≪オプショナルツアー（タクシープラン）のご案内≫

①≪金沢市内観光≫ 8：00出発 ～ 16：00頃 和倉温泉到着

＊貸切小型タクシー１台の料金となります。（拝観入場料や昼食代・有料道路・駐車料金などは別途必要となります。）

10/16 小型タクシー
１台／４名まで

５０，８００円
ホテル ＝ 金沢市内観光≪兼六園～ひがし茶屋街～

長町武家屋敷など≫ ＝ 和倉温泉

②≪白川郷観光≫ 8：00出発 ～ 16：00頃 和倉温泉到着

＊貸切小型タクシー１台の料金となります。（拝観入場料や昼食代・有料道路・駐車料金などは別途必要となります。）

10/16 ５４，５００円ホテル ＝ ひみ番屋街・氷見大橋 ＝ 高岡・瑞龍寺 ＝

白川郷合掌集落 ＝ 和倉温泉

③≪富山市内観光≫ 8：00出発 ～ 16：00頃 和倉温泉到着

＊貸切小型タクシー１台の料金となります。（拝観入場料や昼食代・有料道路・駐車料金などは別途必要となります。）

10/16 ５８，５００円ホテル ＝ ひみ番屋街・氷見大橋 ＝ 富山市内観光

≪池田屋安兵衛商店～ますのすし本舗など≫ ＝ 和倉温泉

小型タクシー
１台／４名まで

小型タクシー
１台／４名まで

【企画協力】 三沢空港振興会

【後 援】 青森県 ・ 三沢市

三沢市商工会 ・ 三沢空港利用促進期成会

三沢空港ターミナル㈱ ・ 三八五流通グループ

ご旅行条件（要約） この書面は旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書及び旅行約款が締結された場合は同法第１２条の５に定める約款書面の一部になります。

お申込みいただく前に、当旅行条件及びご案内・注意事項等を必ずご確認ください。

 

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 

20日前から8日前まで 旅行代金の20％ 

7日前から前々日まで 旅行代金の30％ 

      

― 

旅行開始日の前日 旅行代金の４０％ 

旅行開始日当日 旅行代金の５０％ 

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の１００% 

1. 募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、三八五観光株式会社「観光庁長官登録旅行業第1046号」（以下「当社」といいま

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」といいます。）を締結することになります。

(2) 旅行条件につきましては、この本旅行条件書によるほか、パンフレット類（日程表が記載）又は確定

書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。

2. 旅行の申し込みと契約の成立

旅行申込書に所定の事項を記入の上、申込金を添えてお申込みください。申込金は旅行代金、取消料、
又は違約料の一部として取扱います。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。

3. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日より前にお支払い

いただきます。それ以降のお申込みの場合は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

4. お客様による旅行契約の解除
お客様はいつでも次に定める取消料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。

尚、下表でいう「旅行契約解除期日」とは、当社の営業時間内に解除する旨をお申しでいただき、当

社が確認したときを基準とします。

5. 特別補償

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、その生命、身体に被られた損害に

ついては旅行業約款・特別補償規定のさだめるところにより、一定の補償金及び見舞金を支払います。

但し自由行動の山岳登はん、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗

、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは当社は上記

の補償金及び見舞金を支払いません。

6. 旅程保証

当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金をお

支払い致します。詳しくは、別途お渡しする旅行条件書（全文）でご確認下さい。

7. 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2020年7月を基準としています。また旅行代金は2020年7月１日現在有効な運賃規則を
基準にしています。

8. 個人情報の取扱いについて

当社は、旅行申込の際に提出された申込書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、お客様がお申込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の手続に必要な範囲内で利用させていただきます。この

他当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキ
ャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、各種アンケートのお願い、お客さ

まの次回お申込の際の簡素化、特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくこと

があります。
9 その他

本旅行条件、又はパンフレットに定めのない事項は当社旅行業約款・募集型企画旅行の部によります。

当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。

≪受託販売≫≪旅行企画・実施≫

1.この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。

2.旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引

いた金額がお客様のお支払い実額となります。旅行

代金に応じた地域共通クーポンは９月以降付与され

る予定です。

3.支援金の受領について

国からの支援金はお客様に対して支給されますが、

当社は、支援金をお客さんに代わって受領（代理受

領）致しますので、お客さまは、旅行代金に対する支

援金を引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこと

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

定の取消し料を申し受けいたします。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くださ

い。

ゴールドプラン
旅行代金（A）

旅行代金への支援額（B）

地域共通クーポン

お支払い実額（A-B）

１２，０００円

１２０，０００円

旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額明細（お一人様）

２～３名様１室利用

１４８，０００円

２８，０００円

プレミアムプラン
旅行代金（A）

旅行代金への支援額（B）

地域共通クーポン

お支払い実額（A-B） １６０，０００円

旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額明細（お一人様）

２～３名様１室利用

１８８，０００円

２８，０００円

１２，０００円
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