宿泊プランについて（募集型企画旅行契約）
名鉄観光和歌山支店がお手伝いさせていただきます。後述の旅行条件書(要約)をご確認いただき、
申込書に必要事項を記載の上、お申し込みください。

■KEY TERRACE SHIRAHAMA（旧 ホテルシーモア）
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 1821
TEL:0739-43-1000 / FAX:0739-43-1110

https://www.keyterrace.co.jp/

■宿 泊 日：平成３１年 ３月 ２日（土）
■宿泊条件：１泊朝食付、サービス料込、消費税込、入湯税込（お一人様あたりの料金）
① 部屋（和洋室：デラックスルーム）（５０㎡：４名定員）
◎二人使用：２６,０００円 Ａ－２
◎一人使用：３５,０００円 Ａ－１
② 部屋（洋室：モデレートツイン）（４０㎡：２名定員）
◎二人使用：２２,０００円 Ｂ－２
◎一人使用：３１,０００円 Ｂ－１

■最少催行人員：１名様
■申込締切日：平成３１年２月８日（金）
■アクセス：（列車）ＪＲ白浜駅より車で１５分
（航空機）南紀白浜空港より車で１０分
（車）阪和自動車道・白浜ＩＣより（約２０分）

◎シングルのご旅行代金は、和洋室を１名で利用の場合の、お一人様あたりの料金です。
KEY TERRACE SHIRAHAMA には、シングルルームはございません。
◎チェックインは、15:00 以降でお願いいたします。チェックアウトは、11:00 です。
◎朝食が不要の場合でも特別設定料金のため、ご返金はできません。個人勘定及びこれに伴う
サービス料金と諸税は各自ご清算願います。

【お問い合わせ先・お申し込み先】
名鉄観光サービス（株）

和歌山支店

TEL：０７３－４２３－４９７５

FAX：０７３－４２３－４９８０

営業時間： 土日祝(年末年始)除く平日 9:00～17:30
住所：〒６４０－８１５８ 和歌山県和歌山市十二番丁３１番地
観光庁長官登録旅行業 第５５号

旅行業務取扱管理者：福山

光晴

担当外務員：西川

裕之

観光・視察旅行について（募集型企画旅行契約）
２コースの観光・視察旅行とゴルフコースを企画しております。ご希望の方は後述の旅行条件書(要約)
をご確認いただき、申込書に必要事項を記載の上、お申し込みください。
是非この機会に多数のご参加をお待ち申し上げます。
◎旅行設定日／平成３１年３月 2 日（土）・3 日（日）
◎旅行日程／下記ご参照下さい
◎旅行代金／大人お一人様（消費税込、小人同額、宿泊代は含みません）
①世界遺産・熊野古道日帰り観光コース（昼食付）

１２,０００円

②アドベンチャーワールド・パンダ見学コース

７,８００円

③南紀白浜ゴルフクラブ（昼食・送迎付）

２０,５００円～２２,０００円

◎食事条件／朝０回・昼（①③１回・②０回）
・夕０回
◎募集人員／各コース８名様
◎最少催行人員／各コース 2 名様
◎申込締切日：平成３１年２月８日（金）

① 世界遺産・熊野古道日帰り観光コース
「紀伊山地の霊場と参拝詣」として登録された世界遺産「熊野古道」の神秘的な魅力を語
り部の案内でご体験いただきます。
日次

月日(曜)

行
[コース記号 ①]
9:00

程

食事

お一人様 １２,０００円

10:30

朝：ホテル

ホテル=====○発心門王子・・語り部ガイドと熊野古道ウォーク・・・

昼：○
夕：×

12:30-14:30

１

3/3

15:45-16:40

・・・○熊野本宮大社（昼食）=====とれとれ市場（お買物）====

（日）
17:00 頃着

======JR 白浜駅

■くろしお 32 号

17:26 発に接続

17:20 頃着

======南紀白浜空港

発心門王子（イメージ）

■JAL218 便

18:40 発に接続

発心門王子社殿（イメージ）

熊野本宮大社（イメージ）

② アドベンチャーワールド・パンダ見学コース
パンダファミリーに会いに行こう。
日次

月日(曜)

行
[コース記号 ②-1]

3/２
１

（土）

11:45

程

食事

お一人様 ７,８００円

12:00

朝：×

12:30-16:00

JR 白浜駅=====南紀白浜空港=====●アドベンチャーワールド（パンダファミリーと

夕：ホテル

16:30
ご対面）=====ホテル

[コース記号 ②-2]
10:00

＊くろしお 3 号・JAL215 便より接続

お一人様 ７,８００円
朝：ホテル

10:30- 16:30

ホテル=====●アドベンチャーワールド（パンダファミリーとご対面、

（日）

昼：×
夕：×

3/3
2

昼：×

園内フリープラン）=====

17:00 頃着

======JR 白浜駅

■くろしお 32 号 17:26 発に接続

17:20 頃着

======南紀白浜空港 ■JAL218 便 18:40 発に接続

アドベンチャーワールド（イメージ）

※記入例 ／ ● 入場観光

パンダファミリー（イメージ）

イルカショー（イメージ）

○ 下車観光

※記入例 ／ ＪＲ ⇒⇒⇒⇒ 航空機 ➡➡➡➡ 私鉄 ------- バス = = = = = 船 ～～～～ ケーブル ＋＋＋＋
ロープウェイ ・・・・ 徒歩 ・・・・
※お願い／このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更になる場合がございますのでお手数でも現地で出
発時間をご確認下さい。

＊

お申込は申込受付順とし、満員になり次第、締切とさせていただきます。

＊

申込人員が最少催行人員に満たない時は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目にあた
る日より前に旅行中止のご通知をいたします。

＊

旅行費用に含まれるもの：旅行日程に明示した貸切車代それにともなう有料道路・駐車場代、もしく
は運送機関料金、入場料(行程に記載されているもの)が含まれております。

＊

行程は交通状況により、時間が変更になる場合がございますので、接続の列車等の予約をされる場合
は余裕を持ってお願いいたします。遅延による交通機関の取消料に関して、当方では負担できません。
ご了承の程、お願いいたします。

③ ゴルフプランのご案内：南紀白浜ゴルフ倶楽部
南紀白浜ゴルフ倶楽部 〒649-2104 和歌山県西牟婁郡上富田町岩崎 768
TEL:0739-47-1230 / FAX:0739-47-2030
随所に美しい池を配したアメリカンタイプのレイアウトです。海洋性の温暖な自然条件に恵まれた南紀。雄大
な緑と地形を生かしたリゾート地でダイナミックプレイをしていただけます。トーナメントにも対応できるよ
うセットアップされています。

日次

行

月日曜）

程

食事

[コース記号 ③]
8:20

8:45 着

9:13 スタート

朝：ホテル

16:00 頃終了予定

昼：○

ホテル========南紀白浜ゴルフ倶楽部======
１

3/3

■朝食はホテルにてご用意しております。■途中、昼食休憩

■終了後、入浴

夕：×

（日）
17:00 頃着

======JR 白浜駅

■くろしお 32 号 17:26 発に接続

17:20 頃着

======南紀白浜空港 ■JAL218 便 18:40 発に接続

参加費

お一人様

18Holes

Par72

２０,５００円（昼食付・1R セルフプレー・送迎込）
２２,０００円（ツーサムの場合）
7022Yards

南紀白浜ゴルフ倶楽部（イメージ）

天然温泉（イメージ）

交通について（募集型企画旅行契約には該当しません。手配旅行契約となります。）
ご希望の方は名鉄観光和歌山支店がお手伝いさせていただきます。下記ご参照いただき、必要事項をご
記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。記載区間外も承ります。尚、航空に関しては「ｅチケットお
客様控え（Ａ４用紙）」の送付となりますが、ＪＲの切符に関しましては、切符現物を貴重品扱いでお送
りする為、運賃・料金に加え送料見合いとして一件あたり５００円を別途申し受けます。乗車変更に関し
ましては、切符現物が必要となりますので、弊社和歌山支店までお送りいただくか、最寄りのＪＲ取扱店
にて各自ご対応願います。クレジット決済の場合は変更・取消共、発券個所（弊社和歌山支店）のみとな
りますので、ご了承願います。
後述、ご旅行条件書（要約）手配旅行契約をご参照願います。

【往路
日次

航空機・ＪＲのご案内】

月日(曜)

行

程

●白浜空港経由
羽田空港（07:25 発）➡➡➡➡【JAL213 便】➡➡➡➡南紀白浜空港（08:45 着）
羽田空港（10:25 発）➡➡➡➡【JAL215 便】➡➡➡➡南紀白浜空港（11:45 着）
羽田空港（16:25 発）➡➡➡➡【JAL219 便】➡➡➡➡南紀白浜空港（17:45 着）

往
路
・
航
空
機

●関西空港経由
福岡空港（08:00 発）➡➡➡➡【ANA1702 便】➡➡➡➡関西空港（09:00 着）
羽田空港（09:00 発）➡➡➡➡【ANA3821 便】➡➡➡➡関西空港（10:25 着）
新千歳空港（10:35 発）➡➡➡➡【ANA1712 便】➡➡➡➡関西空港（12:55 着）
3/2
（土）

◎接続 JR
関西空港駅⇒⇒⇒⇒【関西空港線：11 分】⇒⇒⇒⇒日根野駅（③番線へ乗換え）
日根野駅⇒⇒⇒⇒【くろしお：約 110 分】⇒⇒⇒⇒白浜駅
●伊丹空港経由
仙台空港（7:50 発）➡➡➡➡【ANA732 便】➡➡➡➡伊丹空港（09:15 着）
羽田空港（8:30 発）➡➡➡➡【JAL 107 便】➡➡➡➡伊丹空港（09:40 着）
福岡空港（8:55 発）➡➡➡➡【ANA422 便】➡➡➡➡伊丹空港（10:05 着）
◎接続 JR
伊丹空港=====[リムジンバス：所要約 30 分]=====天王寺駅（あべの橋）
天王寺駅⇒⇒⇒⇒【くろしお：約 120 分】⇒⇒⇒⇒白浜駅

●下り
東京駅（8:00 発）⇒⇒⇒⇒【のぞみ 207 号】⇒⇒⇒⇒新大阪駅（10:33 着）
東京駅（9:00 発）⇒⇒⇒⇒【のぞみ 213 号】⇒⇒⇒⇒新大阪駅（11:33 着）
往
路
・
Ｊ
Ｒ

3/2
（土）

●上り
博多駅（8:20 発）⇒⇒⇒⇒【みずほ 600 号】⇒⇒⇒⇒新大阪駅（10:48 着）
博多駅（9:24 発）⇒⇒⇒⇒【みずほ 602 号】⇒⇒⇒⇒新大阪駅（11:48 着）
＊上記列車（みずほ号）は、鹿児島中央発です。
●上記列車より（きのくに線）
新大阪駅（11:15 発）⇒⇒⇒⇒【くろしお 09 号】⇒⇒⇒⇒白浜駅（13:38 着）
新大阪駅（12:15 発）⇒⇒⇒⇒【くろしお 11 号】⇒⇒⇒⇒白浜駅（14:43 着）

【復路
日次

航空機・ＪＲのご案内】

月日(曜)

行

程

●白浜空港経由
◎白浜空港（09:20 発）➡➡➡➡【JAL212 便】➡➡➡➡羽田空港（10:25 着）
白浜空港（12:15 発）➡➡➡➡【JAL214 便】➡➡➡➡羽田空港（13:20 着）
白浜空港（18:40 発）➡➡➡➡【JAL218 便】➡➡➡➡羽田空港（19:45 着）

復
路
・
航
空
機

●関西空港経由
白浜駅⇒⇒⇒⇒【くろしお：約 110 分】⇒⇒⇒⇒日根野駅
②番線へ乗換え
日根野駅⇒⇒⇒⇒【関西空港線：11 分】⇒⇒⇒⇒関西空港駅
3/3
（日）

◎関西空港（19:45 発）➡➡➡➡【ANA1709 便】➡➡➡➡福岡空港（21:00 着）
◎関西空港（21:05 発）➡➡➡➡【ANA0098 便】➡➡➡➡羽田空港（22:15 着）
●伊丹空港経由
白浜駅⇒⇒⇒⇒【くろしお：約 120 分】⇒⇒⇒⇒天王寺駅
天王寺駅（あべの橋）=====【リムジンバス：所要約 30 分】=====伊丹空港
◎伊丹空港（19:10 発）➡➡➡➡【JAL 2019 便】➡➡➡➡新千歳空港（21:00 着）
◎伊丹空港（19:50 発）➡➡➡➡【JAL 2215 便】➡➡➡➡仙台空港（21:00 着）
◎伊丹空港（20:10 発）➡➡➡➡【ANA0429 便】➡➡➡➡福岡空港（21:30 着）
◎伊丹空港（20:25 発）➡➡➡➡【JAL 0138 便】➡➡➡➡羽田空港（21:30 着）

●きのくに線
白浜駅（17:26 発）⇒⇒⇒⇒【くろしお 32 号】⇒⇒⇒⇒新大阪駅（19:50 着）
復
路
・
Ｊ
Ｒ

3/3
（日）

●上り
新大阪駅（20:03 発）⇒⇒⇒⇒【のぞみ 056 号】⇒⇒⇒⇒東京駅（22:33 着）
●下り
新大阪駅（19:59 発）⇒⇒⇒⇒【みずほ 611 号】⇒⇒⇒⇒博多駅（22:22 着）
＊上記列車（みずほ号）は、鹿児島中央行きです。

＊白浜空港・白浜駅―ホテル間は、タクシーでおよそ 1５分です。
＊上記以外でご希望の発着地や時間帯などございましたら担当者までご連絡下さいませ。

変更・取消について
①お申し込み後の取消及び変更は、必ずＦＡＸ又は郵送にて名鉄観光 和歌山支店にご連絡ください。
＊取消基準日は、ＦＡＸの通信日、又は郵便局の「消印日」と致しますので、必ず書面にてご連絡
ください。
＊旅行開始後の取消し連絡は、南紀白浜マリオットホテル内設置の名鉄観光デスクにて承ります。
②お申し込後の取消につきましては各取消料を申し受けます。ご入金後のご返金は、変更・取消にて
生じた変更・取消料を差し引いた金額を、研修会終了後、銀行振込にてご返金させていただきます。

【変更・取消料】（受付日は当社受付時間内とさせて頂きます）
○宿泊プラン（募集型企画旅行契約）
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
契約解除の日
旅行開始日の
前日から起算
してさかのぼ
って

取消料（お１人様）

１．6 日目にあたる日以前の解除

無料

２．5 日目にあたる日以降の解除

旅行代金の 20％

３．3 日目にあたる日以降の解除

旅行代金の 30％

４．旅行開始日の前日の解除

旅行代金の 40％

５．当日の解除

旅行代金の 50％

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

○観光・視察旅行（募集型企画旅行契約）
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
契約解除の日
旅行開始日の
前日から起算
してさかのぼ
って

取消料（お１人様）

１．11 日目にあたる日以前の解除

無料

２．10 日目にあたる日以降の解除

旅行代金の 20％

３．７日目にあたる日以降の解除

旅行代金の 30％

４．旅行開始日の前日の解除

旅行代金の 40％

５．当日の解除

旅行代金の 50％

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

○航空券、JR 券（手配旅行契約）
変更、取消の場合は、手配させていただいた運賃に対して、規定の取消料を申し受けます。
詳しくは係員にお尋ね下さい。

個人情報の取扱いについて
当社は今回の研修会お申し込み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
の連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた運送・宿泊機関等の提供するサービス受領のた
めの手続きに必要な範囲内でのみ利用させていただきます。合わせて、研修会事務局に提出させていただ
きます。それ以外の目的で利用することはございません。個人情報の管理には当社個人情報保護方針にも
とづき適切な体制で臨んでおります。お申込書の FAX 到着後の個人情報の管理には充分注意をしており
ますが、FAX を送信される際はくれぐれも誤送信等にご注意願います。

【お問い合わせ先・お申し込み先】
名鉄観光サービス（株）

和歌山支店

TEL：０７３－４２３－４９７５

FAX：０７３－４２３－４９８０

営業時間： 土日祝(年末年始)除く平日 9:00～17:30
住所：〒６４０－８１５８ 和歌山県和歌山市十二番丁３１番地
観光庁長官登録旅行業 第５５号

旅行業務取扱管理者：福山

光晴

担当外務員：西川

裕之

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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訊ねください。

