
取消料 （お１人様）

無料　　　　　　

20%

30%

40%

50%

100%

２１日目にあたる以前の解除 （日帰り旅行は 11 日目）

２０日目～８日目の解除 （日帰りは 10 日目～８日目）

７日目～２日目の解除

前日の解除

当日の解除

無連絡不参加者 ・旅行開始後

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

契約解除の日

旅行代金の

●募集型企画旅行契約　この旅行は三重交通株式会社 （津市丸ノ内 33-3　国土交通大臣登録 1934 号。 以下 「当社」
という） 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。 また、 旅行条件は下記によるほか別途お渡しする旅行条件書、 出発前にお渡しする最
終日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行約款の部によります。●旅行のお申込　所定の申込書に所定の事項を記入
し、 お申込金 （旅行代金の２０％） を添えてお申込ください。 お申込金は、 旅行代金お支払いの際差し引かせていただきま
す。 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、 当社が予約の承認の旨を通知した翌日から起算して３
日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。 旅行契約は、 当社が契約の締結を承諾し、 申込金を受領
したときに成立するものとする。●旅行代金のお支払い　旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日
より前にお支払いください。●旅行代金の適用　参加されるお客様のうち、 特に注釈がない場合、 満１２歳以上の方はおとな
代金、 満６歳以上の方はこども代金となります。 旅行代金は、 各コースごとに表示してございます。 出発日とご利用人数で
ご確認ください。●旅行内容の変更　当社は、 旅行契約締結後であっても、 天災地変、 戦乱、 暴動、 運送 ・宿泊機関等
の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない
事由が生じた場合において、 旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむお得ないときは、 お客様にあらかじめ速やかに
当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、 旅行サービスの内容を
変更することがあります。 ただし、 緊急の場合においてやむお得ないときは変更後にご説明いたします。
●取消料　契約成立後、 お客様のご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお一人様につき次の料率の取
消料を、 所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と同額の違約料をいただきま
す。 なお、 複数人数のご参加で、 一部のお客様が契約を解除される場合は、 ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の （１

台／１室あたりの） ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

●基準日　この旅行条件は、2021年12月27日を基準としています。●旅程管理　ご旅行中添乗員同行コースは添乗員が、
又同行しないコースはバス乗務員が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。●旅行傷害保険のすすめ　安心
してご旅行をされるため、 お客様ご自身で国内旅行保険をかけられるようお勧めします。 国内旅行保険については当社窓
口にてお問合せください。●個人情報の取扱について　当社は、 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
等の手配 ・確認等のために利用させていただきます。 又当社が取り扱う商品に関する情報提供のためにも利用させていた
だきます。 商品に関する情報提供を希望されない場合は、 お申込の際にお申し出ください。

●当社の責任及び免責事項　当社は旅行契約の履行にあたって、 当社の故意または過失によりお客様に損害を与
えたときは、 お客様が被られた損害を補償いたします。 手荷物について生じた本項の損害いついて同項の規定にか
かわらず、 損害発生からの翌日から起算して１４日以内に当社に対して通知があったときに限り、 １人１５万円程度 （当
社に故意又は重大な過失がある場合を除く） として賠償いたします。●特別補償　当社は、 当社又は当社が手配
を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、 募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、 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、 その身体、 生命または手荷物上に被った一定の
損害につて、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。死亡補償金：１５００万円　入院見舞金：
２～２０万円　通院見舞金 ： １～５万円携行品損害補償金 ： お客様１名様～１５万円

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

■旅行企画 ・実施 観光庁長官登録旅行業第1934号　　日本旅行業協会 （JATA） 正会員

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。

■旅行のお問合せお申し込みは‥

旅行業務取扱管理者　室田和摩

旅行業務取扱管理者　山下知子

旅行業務取扱管理者　松月めぐみ

旅行業務取扱管理者　山本達也

旅行業務取扱管理者　松月健一

旅行業務取扱管理者　藤村保弘

円5,500円

日帰り

プランメナード青山リゾートで
　　　　　　　選べるランチと

　　　　　　　　　温泉とハーブ園

メナード青山リゾートで
　　　　　　　選べるランチと

　　　　　　　　　温泉とハーブ園
旅行代金 （おひとり様） ／旅行代金 （おひとり様） ／

円10,000円

日帰り

プラン
鈴鹿サーキット鈴鹿サーキット

温泉イメージ温泉イメージ

イメージイメージ

※販売終了しました。※販売終了しました。※販売終了しました。※販売終了しました。

和食　昼食イメージ和食　昼食イメージ フレンチ　昼食イメージフレンチ　昼食イメージ

日帰り

プラン

旅行代金 （おひとり様） ／旅行代金 （おひとり様） ／

円11,000円

忍者屋敷博物館
イメージ

忍者屋敷博物館
イメージ

※除外日 ：火曜日※除外日 ：火曜日

日帰り

プラン

忍者屋敷博物館と
伊賀牛グラツィエの

ステーキランチ

忍者屋敷博物館と
伊賀牛グラツィエの

ステーキランチ

１DAY パスポートと
園内金券チケット付
１DAY パスポートと
園内金券チケット付

選べるランチ選べるランチ

旅行代金 （おひとり様） ／旅行代金 （おひとり様） ／

円10,000円※除外日 ：火曜日※除外日 ：火曜日

日帰り

プラン

旅行代金 （おひとり様） ／旅行代金 （おひとり様） ／

お菓子付きお菓子付き

選べるランチ
御在所ロープウェイと

アクアイグニスの選べるランチ
日帰り

プラン

ランチ
御在所ロープウェイと

　　アクアイグニスのランチ

大人 ・小人大人 ・小人
円5,000円幼児幼児 円10,000円大人 ・小人大人 ・小人 円5,000円幼児幼児

長島スパーランド長島スパーランド
イメージイメージ

イメージイメージ

赤目四十八滝イメージ赤目四十八滝イメージ

イメージイメージ

旅行代金 （おひとり様） ／旅行代金 （おひとり様） ／

１DAY パスポートと
園内金券チケット付
１DAY パスポートと
園内金券チケット付

旅行代金
（おひとり様） ／

円10,000円

円10,000円

円5,000円

円12,000円

円12,000円

円12,000円

円12,000円

円12,000円

本草湯イメージ本草湯イメージ

うなぎ一本イメージうなぎ一本イメージ

百菊イメージ百菊イメージ

VISON イメージVISON イメージ

とVISON で お食事 と ご入浴プラン レストラン＋入浴 （本草湯） セット日帰り

プラン

ランチプラン

旅行代金
（おひとり様） ／ 円5,000円

ランチプラン

旅行代金
（おひとり様） ／

旅行代金
（おひとり様） ／

お食事プラン （昼 ・ 夕食共）

お食事プラン （昼 ・ 夕食共）

旅行代金
（おひとり様） ／

百菊　夕食プラン

旅行代金
（おひとり様） ／

うなぎ一本　ランチプラン
（ケーキセット付）

旅行代金
（おひとり様） ／

夕食プラン

円11,000円
旅行代金
（おひとり様） ／

夕食プラン

旅行代金
（おひとり様） ／

ランチプラン （ケーキセット付）

旅行代金
（おひとり様） ／

夕食プラン

ヴィソンヴ ィソン

すき焼きイメージすき焼きイメージ

すき焼きすき焼き

農園レストラン農園レストラン

和食処和食処

バーベキューバーベキュー

（ノウニエール）（ノウニエール）

（リュードテラス）（リュードテラス）

ランチイメージランチイメージ

夕食イメージ夕食イメージ

夕食イメージ夕食イメージ

ランチイメージランチイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

北勢 ・ 伊賀 地区 ・ 日帰り 北勢 ・ 伊賀 地区 ・ 日帰り 

日帰り

プラン

円✚5,000円

ミネラルミスト浴ミネラルミスト浴

プラス

オプショナルツアー
・ 本草湯　ルフロ
・ パティスリーのケーキセット
　　　　　　が付きます

※スギモトのランチプラン・菊川のうなぎ一本のプランには
ご利用いただけません。

ルフロ　イメージルフロ　イメージ

旅行代金
（おひとり様） ／ 円5,000円

ランチプラン

イメージイメージ

※除外日 ：水曜日※除外日 ：水曜日

※除外日 ：木曜日※除外日 ：木曜日

上ロース

上カルビ

牛タン

牛トロ刺し　など

上ロース

上カルビ

牛タン

牛トロ刺し　など

★予定メニュー★
★予定メニュー★

赤目四十八滝と
伊賀牛奥田の焼肉
赤目四十八滝と
伊賀牛奥田の焼肉


