株式会社丸一観光
営業時間：月曜日～金曜日9：00～18：00/土・日・祝休み

検索

丸一観光

https://greentours.maruichi-gp.co.jp

●この旅行は県民向け県内旅行応援事業支援対象です。
●割引対象者：石川県民（居住者に限る）ワクチン・検査パッケージ制度適用事業
※旅行参加者全員（代表者及び同行者全員）の本人確認書類(運転免許証など居住地が確認できるもの)及び全員のワクチン接種歴が３

回または陰性の検査結果の確認が必要となります。※お申込み時、お忘れになると県民旅行割の割引が適用されません。
●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
には旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は旅行代金(割引前)を基準とし
所定の取消料を申し受けます。代理受領についてご了承の上お申込みください。
●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いたします。
●同行者が石川県外の居住地の場合、割引前の旅行代金でご参加いただけます。
●今後の感染状況によっては事業を一時停止もしくは中止する場合がございます。
●利用回数に制限はございません。その他割引との併用はできません。
●予算上限に達した場合、販売終了となります。

個 人 旅 行 【 手 配 旅 行 】※交通機関はついておりません。現地までのご移動はお客様自身でお願いします。
設定期間：2022年5月9日(月) ～ 8月31日(水) ※除外日あり

申込締切日：５日前

マイカーゴルフ日帰りプラン
■旅行代金(3Ｂ～4Ｂ 1Ｒ お一人様あたり)
県民割適用で！
■行 程

お客様ご自身で各ゴルフ場へご移動ください＝＝各ゴルフ場(セルフプレー1R) ご昼食＝＝お客様ご自身でご移動ください。
■大人お1人様 ご旅行代金(3Ｂ～4Ｂ / セルフプレー1Ｒ / ご昼食)

ゴルフ場

ご旅行代金(Ａ)

支援額(Ｂ)

お支払い実額(Ａ – B)

クーポン

備

考

ザ・カントリークラブ
能登

平 日
土日祝

10,000円
13,000円

5,000円

平 日
土日祝

5,000円
8,000円

2,000円

・ゴルフ利用税650円現地支払い
・2B 1,100円 UP現地払い 3BUP無し

能登島ゴルフアンド
カントリークラブ

平 日
土日祝

11,000円
15,500円

5,000円

平 日
土日祝

6,000円
10,500円

2,000円

・ゴルフ利用税680円現地払い
・土日祝2B 2,200円/平日 1,100円UP
現地払い 3BUP無し

能登カントリークラブ

平 日
土

13,000円
17,000円

5,000円

平 日
土

8,000円
12,000円

2,000円

・ゴルフ利用税1,000円現地払い
・2B 2,200円 UP現地払い 3BUP無し

和倉ゴルフ倶楽部

平 日
土日祝

10,000円
12,000円

5,000円

平 日
土日祝

5,000円
7,000円

2,000円

・ゴルフ利用税580円現地支払い
・土日祝2B 2,200円/3B 550円UP現
地払い※平日2Ｂ・3BUP無し

■ご案内

■旅行代金に含まれるもの

・こちらのプランはゴルフプレーと昼食がセットになったご旅行プランです。 ・3B～4B セルフプレー1R
・メンバー料金の適用、または別途割引券との併用はできません。
・昼食代
・ゴルフ利用税及び追加飲食、別途追加手配などの料金は現地にてお
・旅行業務取扱料金
支払いください。

お申込みのご案内

■取消料
能登島ゴルフ＆カントリークラブ・・・・7日前～3日前1,100円
旅行開始日前日・・・各ゴルフ場により異なります/旅行開始当日以
降・・・100％※お客様都合でお取消しされる場合、キャンセル料は割
引後の金額ではなく適用前のご旅行代金を元に計算いたします。

お申込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。

■募集型企画旅行約款
この旅行は株式会社丸一観光(石川県知事登録旅行業第2-213号、以下当社
という)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。また、旅行条件書は、
下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする最終行
程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。
■旅行のお申込み及び契約の成立
(1)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合、当社が予約の承
諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書の提出と申込金の支払いを
していただきます。
(2)旅行契約は、当社が契約を締結し、申込金又は旅行代金を受領した時に成立
するものとします。
■通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(1)当社は、当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、会員の署名なくして旅行代金の一部
（申込金）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、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約（以下「通信契
約」といいます）を締結する場合があります。ただし、当社が会社と無署名取扱特約
を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もありま
す。

(2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、
「出発日」、等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお
申し出いただきます。
(3)通信契約は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。
ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電
話等で行う場合は、当該通知が会員に到着した時に成立します。
(4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配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。お客様がクレジットカードによ
るお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申し込みをお断
りします。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した交通費・宿泊費・食事代及び消費税等諸税。
■取消料
契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは次の料金を取消料として申し
受けます。
・旅行開始日の11日前迄・・・・・無料
・旅行開始日の8～10日前迄・・・・・旅行代金の20％
・旅行開始日の2～7日前迄・・・・・旅行代金の30％
・旅行開始日の前日・・・・・旅行代金の40％
・旅行開始日の当日・・・・・・・・・・・旅行代金の50％
・旅行開始後及び無連絡不参加の解除・・・・・100％

■個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個
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
様がお申込み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きに必要な範囲内で利用
させていただきます。このほか、当社及び販売店では、①当社及び当社と提
携する企画の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意
見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供
⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

旅行企画・実施

株式会社 丸一観光

石川県知事登録旅行業第2-213
一般社団法人日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 吉岡 一栄
〒920-0332 石川県金沢市無量寺町ホ120

お申込み・お問合せ (月～金 9：00～18：00)

☎ 076-266-4401

【 手 配 旅 行 】日帰りプラン※交通機関はついておりません。現地までのご移動はお客様自身でお願いします。
設定期間：2022年5月9日(月) ～ 8月31日(水) ※一部設定除外日あり

申込締切日：５日前

■行 程
お客様ご自身でご移動ください・・・・金沢市内【SAMURAIパスポートでフリー観光】/各施設でお食事・・・・自由解散
■旅行代金に含まれるもの・・・SAMURAIパスポート + 各施設でのお食事 + 旅行業務取扱料金
■ＳＡＭＵＲＡＩパスポート・・・金沢市内12施設に2日間(お申込日とその翌日)何度でも入場可能な観光パスポート。
※休館日は施設によって異なります。各施設の休館情報をご確認ください。
(入場フリー対象施設)
前田土佐守家資料館/武家屋敷跡野村家/菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門/兼六園/生活工芸ミュージアム/石川県立美術館/石川県立歴史
博物館/老舗記念館/中村記念美術館/鈴木大拙館/能楽美術館/四高記念交流館

ランチ

プラン名

コースＮＯ

店舗

■営業時間
・東山店 11：00～21：00
・金沢駅店 11：00～22：00
・クロスゲート店 11：30～21：00
■ご案内
Ｂ1001 飲み比べプランは3店舗の内1店舗
のご利用となります。ご予約の際、ご希望
の店舗名とお時間をお決めください

ディナー

コース内容

大人お1人様

支援金

クーポン

お支払い実額

6,000円

3,000円

1,000円

3,000円

Ｂ1001

8種のビール飲み比べプラン

東山、金沢駅
クロスゲート

東山店：8種のビール+お好きなピザ+能登豚ローストポーク+ﾃﾞｻﾞｰﾄ
金沢駅：8種のビール+お好きなピザ+加賀蓮根のフリット+ﾃﾞｻﾞｰﾄ
クロスゲート店：8種のピール+ペアリング8種セット

Ｂ1002

ビストロオリエンタル夏コース

クロスゲート

前菜二種、夏のゼリー寄せ、本日の白身魚ハーブ焼き、能登豚のハ
ニーマスタード焼き、トマトとバジルのパスタ、ゆう加賀棒茶ジェラート
+ドリンク1杯 ※仕入れにより変更になる場合がございます

10,000円

5,000円

2,000円

5,000円

Ｂ1003

飲み放題付きパブコース

金沢駅

飲み放題+加賀野菜ピクルス、生ハム、加賀蓮根アラビアータ、菜の
花とホタルイカのイカ墨ピザ※複数人の場合、別のピザもお選びいた
だけます。

10,000円

5,000円

2,000円

5,000円

B1006/ディナー

B1004/ランチ
■大人お1人様

■大人お1人様

支援額：3,000円/クーポン：1,000円

支援額：5,000円/クーポン：2,000円
■設定除外日：火曜日
■営業時間
ディナー18：00 ～22：00
(L.O. 20：00 ドリンクL.O 21:00)

B1005/ディナー
■大人お1人様
～メニュー～
《ランチ/紅穀(Bengara)》
アペタイザー、魚料理。肉料理、デザート、
コーヒー又は紅茶
《ディナー/五彩 (Irodori) 》
前菜2品、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー又は紅茶

支援額：5,000円/クーポン：2,000円
■設定除外日：7/29
■営業時間
ランチ11：30 ～14：30 (L.O. 14：00)
ディナー17：30 ～21：00 (L.O. 20：30)

～メニュー～
冷製オードブル、温製オードブル
市場からの鮮魚料理 、お口休め
お肉料理、白ゴマのブランマンジェ、
季節のデセール、
コーヒー又はハーブティー

B1007/ランチ・ディナー

B1008/ランチ・ディナー

■大人お1人様

■大人お1人様

支援額：5,000円/クーポン：2,000円

支援額：5,000円/クーポン：2,000円

■設定除外日：8/11～8/17
■営業時間
ランチ11：00～15：00
ディナー17：00～22：00

■設定除外日：月曜日、8/14～18
■営業時間
ランチ12：00～14：30
ディナー18：00～22：00

ディナー

～メニュー～
前菜
サラダ
国産牛ヒレステーキ１２０ｇ
お食事
コーヒー
※5/31出発までは上記料金より-500円、
デザート付きとなります。

共通案内

～メニュー～
先附、八寸、吸物、造り、凌ぎ、焼物、蒸
物、御飯 全8品
～季節の味覚を盛り込んだ逸品～

※当日追加、アップグレードのお料理代金、お飲物代金は現地にてお支払いください。※各レストランの設定プランは季節によりお料理内容が異なる場合がございます。予めご了承下
さい。※ＳＡＭＵＲＡＩパスポート(1,000円)はご予約後変更、キャンセル不可となっております。買取りとなります。※キャンセル料 前日・・・50％ 当日100％

