


 全国１位
・�人間国宝（重要無形文化財保持者・人口100 万人当たり）
��　6.95 人　全国平均0.91 人
・�金属はく（打ちはく）出荷額
��　32億8100万円　全国計�35億3800万円
・�生け花，茶道教室数（人口10 万人当たり）�
��　10.6 軒　全国平均�3.4 軒

 １世帯当たり家計の年間消費金額・金沢市
・�アイスクリーム，シャーベット�12,475円　全国平均�9,047円
・すし（外食）�24,222 円　全国平均�14,677 円
・移動電話通信料�158,061 円　全国平均�122,496 円

平成30 年版「石川100 の指標」より

 おもな見どころ
・日本三名園「兼六園」
・茶屋文化を今に伝える貴重な金沢三茶屋街
・金沢市民の台所「近江町市場」
・車で走れる砂浜「千里浜（ちりはま）なぎさドライブウェイ」
・世界的にも人気のモダンアート美術館「金沢21世紀美術館」
・�米国�旅行雑誌「トラベル・レジャー」ウェブ版「世界で最も
美しい駅」14 駅選出「金沢駅・もてなしドームと鼓門」
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　石川県は本州のほぼ中央部、日本海側に位置し、
南北に細長い地勢になっています。県庁所在地である
金沢市には、国の出先機関、金融・企業の支店など、
中枢機能が集中しており、行政面・経済面において
北陸三県の中核的な存在となっています。東京、大阪、
名古屋という日本の三大都市とのアクセスも便利で
す。
　能登半島国定公園、越前加賀海岸国定公園、白山国
立公園に代表されるように、多彩な植生を見せる山々、
変化に富んだ表情を見せる海岸線や河川など、日本で

も指折りの豊かな自然に恵まれた地域です。心身をリ
フレッシュさせてくれる温泉も豊富です。
　また、石川県は江戸時代に花開いた加賀百万石文化
が今なお息づく文化県です。太平洋戦争時などでも戦
災をまぬがれた上、地震などの大きな災害に遭ったこ
とがないことから、日本三名園のひとつ「兼六園」を
はじめ、藩政期の面影をとどめた美しい街並みなど、
数多くの貴重な文化財が残されているほか、優れた伝
統工芸や伝統文化を脈々と受け継いでいます。

県の鳥：イヌワシ
県の花：クロユリ
県の木：アテ（能登ヒバ）
県の魚：春　サヨリ、カレイ
　　　　夏　イカ
　　　　秋　アマエビ
　　　　冬　ズワイガニ、
　　　　　　コウバコガニ、
　　　　　　ブリ

石川県
人口 1,145,554人
（平成30年３月末日現在）

石川県ってこんなところ

写真提供：金沢市



ー 1ー

伝統・文化・食
「本物への挑戦！」
来まっし、観まっし、食べまっし

ごあいさつ

　本年 11 月８日、金沢市において「第 54 回全国不動産会議石川県大会」
を開催させて頂くことになり、当県本部会員一同幸甚に存じますとともに、
関係各位には衷心より深くお礼申し上げます。
　本県は、本土のほぼ中央に位置し、日本海に能登半島を突き出す細長い
地勢で、「金沢」、「能登」、「加賀」の三地域に大きく分けられ、日本三名園
の兼六園を有し加賀百万石の城下町情緒を醸し出す「金沢」、里山・里海と
いう日本の原風景とも言える「能登」、日本三名山の白山と 1300 年以上の
歴史を有する温泉郷で名の知れた「加賀」と、それぞれの地域が固有の文化・
風習を有しています。
　連綿と続く本物志向の伝統・文化・食は、藩祖前田利家公以来、歴代加
賀藩主が徳川幕府に対し二心ないことを示すための文化政策を推し進めた
結果、現在、日本有数の文化・観光都市となりました。
　ぜひ、この機会に魅力ある県内各地にお越し頂き（来まっし）、美しい自
然や伝統・文化をご覧頂き（観まっし）、新鮮で美味しいお食事も味わって
頂き（食べまっし）、存分に本物の伝統・文化・食をご体感頂きたいと存じ
ます。
　最後になりますが、当県本部会員一同、大会成功に向けてより多くの皆
様方のご来県を心よりお待ち申し上げております。

　平成 30 年５月吉日

公益社団法人 全日本不動産協会 石川県本部 本部長　田 井  　 仁
第 54 回全国不動産会議石川県大会実行委員会 委員長　金 本  正 吉
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次第

プログラム

時　間 内　　　　容 会　場
13：00〜 受　付

石川県立音楽堂
コンサートホール

14：00〜14：30 開会式

14：40〜15：40

記念講演
【テーマ】

「伝統と文化のまちづくり」
【講　師】

山
やま

出
で

　保
たもつ

氏　石川県中小企業団体中央会 会長／前金沢市長

15：55〜17：15

調査研究発表
【テーマ】
「生涯活躍の街
　〜日本版CCRCの活用について〜」（仮題）

17：25〜17：40 閉会式
18：00〜19：30 交流会 ホテル日航金沢

開催日：平成 30 年 11 月８日（木）

会　場：大　会　石川県立音楽堂 コンサートホール
　　　　　　　　〒920-0856　金沢市昭和町 20-1　金沢駅�兼六園口（東口）より徒歩１分

　　　　　　　　TEL：076-232-8111 ㈹　URL：https://ongakudo.jp

　　　　交流会　ホテル日航金沢 ４階「鶴の間」
　　　　　　　　〒920-0853　金沢市本町 2-15-1　金沢駅�兼六園口（東口）より徒歩３分

　　　　　　　　TEL：076-234-1111 ㈹　URL：https://www.hnkanazawa.jp
※大会会場のクロークに限りがございます。
　�会場周辺に宿泊予約をされている方は、手荷物をホテルにお預けになってからお越
し下さい。



ー 3ー

お申込みのご案内

＜お申込みについて＞
参加希望者は申込書記入例（P17）を参照の上、申込書（P16）に必要事項を記入し、各地
方本部事務局へ郵送もしくはFAXで送付して下さい。
各地方本部事務局は、申込書をとりまとめ後、JTB予約管理サイト（AMARYS）に一括入
力をお願いします。
＜お支払いについて＞
参加申込者は各地方本部事務局に参加登録料、宿泊費、視察研修等の料金をお支払い下さい。
請求書が必要な方は各地方本部事務局へお申出下さい。
各地方本部事務局は、JTB予約管理サイト（AMARYS）より請求明細書（銀行振込表）を
ご確認の上、料金をお振込み下さい。
ご入金４営業日後、宿泊確認書、宿泊施設情報及び登録確認書（大会参加証明書）が出力可
能になりますので、各参加申込者に配布をお願いいたします。
※AMARYSとは JTBの予約管理サイトで、参加される皆様の予約をWEB上で管理します。

株式会社 JTB ビジネスネットワーク　中部 MICE センター【第 54 回全国不動産会議　石川県大会】係
〒 453-6106 愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート８階

TEL.052-446-5099　FAX.050-3730-4343　営業時間　9:45 〜 17:45（土，日，祝は休業）

今回は航空券・JR のお手配のページはございません。交通の手配等をご希望される方は下記へお問合せ下さい。
㈱ JTB 金沢支店　TEL.076-264-7077　担当：古川／中本

▶ご説明

▶お申込みの手順

参加希望者

各都道府県
地方本部事務局

JTB予約管理サイト
（AMARYS）

各都道府県
地方本部事務局

参加希望者は申込書（P16）に必要事項を記入の上、各地方
本部事務局へ郵送もしくは FAXにて送付して下さい。

７月23日（月）まで

各地方本部事務局は JTB 予約管理サイトに各参加希望者の
申込事項をまとめてご入力下さい。

８月24日（金）まで

予約確定後、各地方本部事務局は JTB予約管理サイトより
請求明細書（振込表）に基づき、期限までにお振込み下さい。
入金後、宿泊券・宿泊施設情報・参加証明書が出力可能にな
りますので、各参加者に配布をお願いいたします。

10月5日（金）まで

参加登録料（交流会参加費用込）は、お一人様 10,000 円です。
ご入金後の参加登録取り消しの場合は返金致しませんので予めご了承下さい。
※参加登録料は㈱JTB ビジネスネットワークによる代行収受となります。

交通のお手配について
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宿泊プランのご案内

地図
記号 ホテル名／連絡先 金沢駅から

ホテルまで 部屋タイプ 旅行料金
おとなお一人様 申込番号

Ａ1
ホテル日航金沢

徒歩約３分
S 22,000円 A1-1

〒920-0853 金沢市本町2-15-1/076-234-1111 TW 18,500円 A1-2
TW（SU） 34,200円 A1-3

Ａ2 ANAクラウンプラザホテル金沢 徒歩約１分 S 21,560円 A2-1〒920-8518 金沢市昭和町16-3/076-224-6111

Ａ3
ホテル金沢

徒歩約１分
S 13,500円 A3-1

〒920-0849 金沢市堀川新町1-1/076-223-1111 TW 12,500円 A3-2
TW（SU） 18,600円 A3-3

Ａ4
ガーデンホテル金沢

徒歩約１分
S 9,720円 A4-1

〒920-0853 金沢市本町2-16-16/076-263-3333 TW 9,100円 A4-2
TW（SU） 12,960円 A4-3

Ａ5 金沢マンテンホテル駅前 徒歩約５分 S 10,800円 A5-1〒920-0022 金沢市北安江1-6-1/076-265-0100

Ａ6
ホテルマイステイズ金沢キャッスル

徒歩約３分
S 10,800円 A6-1

〒920-0852 金沢市此花町10-17/076-223-6300 TW 8,640円 A6-2
TW（SU） 14,040円 A6-3

Ａ7
金沢セントラルホテル

徒歩約３分
S 9,180円 A7-1

〒920-0847 金沢市堀川町5-3/076-263-5311 TW 8,640円 A7-2
TW（SU） 16,200円 A7-3

Ａ8 ホテルエコノ金沢駅前 徒歩約３分 S 7,560円 A8-1〒920-0852 金沢市此花町8-8/076-223-6300

Ａ9
ホテルビスタ金沢

徒歩約５分
S 15,120円 A9-1

〒920-0031 金沢市広岡2-13-27/076-260-0007 TW 11,880円 A9-2
TW（SU） 21,600円 A9-3

Ａ10 東横INN金沢駅東口 徒歩約６分 S 7,560円 A10-1〒920-0856 金沢市昭和町13-23/076-224-1045

Ａ11
ANAホリデイ・イン金沢スカイ

徒歩約10分
S 15,120円 A11-1

〒920-0855 金沢市武蔵町15-1/076-233-2233 TW 11,880円 A11-2
TW（SU） 19,680円 A11-3

Ａ12 ユニゾイン金沢百万石通り 徒歩約12分 S 16,200円 A12-1〒920-0918 金沢市尾山町3-30/076-224-3489

Ａ13 KKRホテル金沢 徒歩約20分 S 9,720円 A13-1〒920-0912 金沢市大手町2-32/076-264-3261

Ａ14
金沢ニューグランドホテル

徒歩約20分
S 14,040円 A14-1

〒920-0919 金沢市南町4-1/076-233-1311 TW 13,400円 A14-2
TW（SU） 23,000円 A14-3

Ａ15
金沢ニューグランドホテルプレミア

徒歩約20分
S 14,040円 A15-1

〒920-0919 金沢市南町4-1/076-233-7000 TW 13,400円 A15-2
TW（SU） 23,000円 A15-3

Ａ16
金沢東急ホテル

徒歩約30分
S 21,600円 A16-1

〒920-0961 金沢市香林坊2-1-1/076-231-2411 TW 14,600円 A16-2
TW（SU） 29,800円 A16-3

◆宿泊プラン設定日：平成 30 年 11 月 7 日（水） ／ 8 日（木） ／ 9 日（金）　3 泊分
◆宿泊条件：1 泊朝食付　●料金：お一人様あたり料金（サービス料・消費税込）

●料金：お一人様あたり料金（サービス料・消費税込）　●添乗員：同行致しません　●最少催行人員　1 名
●部屋タイプのご説明：Ｓ・・・シングルルーム（1 名 1 室利用）　ＴＷ・・・ツインルーム（2 名 1 室利用）
　　　　　　　　　　　ＴＷ（ＳＵ）・・・ツインルームシングルユース（1 名 1 室利用）
●契約：㈱ＪＴＢとの募集型企画旅行契約となります。
　※部屋で利用致しました、ルームサービス等の追加料金はお客様自己負担となります。現地にてご清算下さい。
　※禁煙喫煙の希望に添いかねる可能性あります。予めご了承下さい。
　※受付は先着順になります。その際は他の施設のご案内となり希望に添いかねる可能性あります。予めご了承下さい。
●日程表

日次 行程 食事条件
1 ご自宅もしくは宿泊地または各地⇒（お客様負担）⇒宿泊地 朝：×　昼×　夕×

2 ～ 4 宿泊地⇒（お客様負担）⇒ご自宅もしくは宿泊地または各地 朝：〇　昼×　夕×
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宿泊ホテルマップ
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●
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金沢市役所

香林坊

片町

浅野川
大橋

金沢港口
（西口）

兼六園口
（東口）

　
 

　
 

●

●

  

金
沢
駅

繁華街

石川県立音楽堂

ホテル日航金沢

金沢
フォーラス兼六園口

バス
のりば

兼六園口
タクシー
のりば

金沢港口
バス・タクシーのりば

金沢駅

ホテル
金沢

ガーデン
ホテル

ANA
クラウンプラザ
ホテル

ヴィサージュ

コンビニ

コンビニ

ホ テ ル 日 航 金 沢

ANAクラウンプラザホテル金沢

ホ テ ル 金 沢

ガーデンホテル金沢

金沢マンテンホテル駅前

ホテルマイステイズ金沢キャッスル

金沢セントラルホテル

ホテルエコノ金沢駅前

ホ テ ル ビ ス タ 金 沢

東横INN金沢駅東口

ANAホリデイ・イン金沢スカイ

ユニゾイン金沢百万石通り

K K R ホ テ ル 金 沢

金沢ニューグランドホテル

金沢ニューグランドホテルプレミア

金 沢 東 急 ホ テ ル
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小松空港のご案内

ア ク セ ス

【金沢駅発】
●金沢駅
　リムジンバス約 40 分
　リムジンバス発車時刻は下記表を参照下さい。

【小松空港発】
●金沢駅
　リムジンバス約 40 分
　※金沢駅 金沢港口（西口）着となります。
　リムジンバス料金　小松空港⇔金沢駅　1,130 円
　※小松空港発時間は各便到着15 分後が目安となります。

金沢駅 金沢港口（西口）乗り場

小松空港乗り場

金沢駅
金沢港口（西口）

のりば おりば

降
車
場

北鉄バス待合所
小松空港
バス券売機（　　 　　　）

ニッポン
レンタカー
ABホテル
ローソン

（乗車券販売）

APAホテル
タクシー
のりば

小松空港ターミナルビル

一般有料駐車場

小
松
駅
行
き

の
り
ば

タクシー
のりば
　　　➡

金
沢
駅
行
き

香
林
坊
行
き

の
り
ば

＜リムジンバス金沢駅発時間＞　※時間は変更になる場合がございます。

金沢駅
金沢港口（西口）

7：40

7：45

8：00

東　京

東　京

仙　台

JAL182

ANA752

ANA3162

6：20

9：25

9：35

福　岡

東　京

ANA1231

JAL182

8：00

12：15 札　幌ANA117310：50

14：25 沖　縄JTA03712：50

10：25 東　京ANA7548：55

11：10

11：20

福　岡

東　京

ANA3185

JAL186

9：45

接続航空便

 
時　刻 便　名 行　先

14：40

14：40

成　田

東　京

ANA3124

JAL188

13：15

15：55 福　岡ANA318714：30

18：45 東　京ANA75817：00

17：15

19：35

19：40

仙　台

福　岡

ANA3164

ANA3189

18：10

16：40 東　京ANA75615：15

19：45 東　京JAL19218：20

17：50 東　京JAL19016：10

接続航空便

 
時　刻 便　名

時　刻便　名 時　刻便　名

行　先

羽田空港 → のと里山空港着 のと里山空港 → 羽田空港着

  ANA 747 8：55発 ▶ 9：50着

  ANA 749 　14：55発 ▶ 15：50着

  ANA 748 　10：40発 ▶ 11：45着

  ANA 750 　16：45発 ▶ 17：50着

金沢駅
金沢港口（西口）
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のと里山空港のご案内

小松空港案内図

【のと里山空港⇔羽田空港】
※のと里山空港⇔金沢駅間を運行している交通機関は現在ございません。

※時間は変更になる場合がございます。

金沢駅
金沢港口（西口）

7：40

7：45

8：00

東　京

東　京

仙　台

JAL182

ANA752

ANA3162

6：20

9：25

9：35

福　岡

東　京

ANA1231

JAL182

8：00

12：15 札　幌ANA117310：50

14：25 沖　縄JTA03712：50

10：25 東　京ANA7548：55

11：10

11：20

福　岡

東　京

ANA3185

JAL186

9：45

接続航空便

 
時　刻 便　名 行　先

14：40

14：40

成　田

東　京

ANA3124

JAL188

13：15

15：55 福　岡ANA318714：30

18：45 東　京ANA75817：00

17：15

19：35

19：40

仙　台

福　岡

ANA3164

ANA3189

18：10

16：40 東　京ANA75615：15

19：45 東　京JAL19218：20

17：50 東　京JAL19016：10

接続航空便

 
時　刻 便　名

時　刻便　名 時　刻便　名

行　先

羽田空港 → のと里山空港着 のと里山空港 → 羽田空港着

  ANA 747 8：55発 ▶ 9：50着

  ANA 749 　14：55発 ▶ 15：50着

  ANA 748 　10：40発 ▶ 11：45着

  ANA 750 　16：45発 ▶ 17：50着

金沢駅
金沢港口（西口）

国際線 国内線

身体障害者用乗降場 タクシーのりば バスのりば

到着ロビー

国際線
カウンター

税関検査場

到着手荷物受取所

出入口 出入口

チケットロビー

JALカウンター ANAカウンター

有料
待合室

総合
売店

到着手荷物受取所

到着ロビー

有料
待合室

宅配受付
団体受付
カウンター

レンタカー受付

小松空港
ほっとプラザ

北陸

警察案内所
出入口
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視察研修のご案内

世界農業遺産にも選ばれた能登半島を訪ねる日帰りコースとなります。国内で唯一、世界でも珍
しい波打ち際を自動車で走ることができる「千里浜なぎさドライブウェイ」、北陸における日蓮
宗の本山で池泉と枯山水併用の庭園が自慢の「妙成寺」、輪島塗の工房見学が楽しめる「しおや
す漆器工房」、能登半島の風土と気候を生かして広大な畑で栽培されたワイン専用ぶどう 100％
の本格生ワインが楽しめる「能登ワイン」をご案内させて頂きます。

●行程表摘要　＝＝＝　バス　　・・・・・　徒歩　　観光区分（行程表記載の通り）　●食事条件　：　行程表記載の通り
●料金：お一人様あたり（サービス料・消費税込み）　●募集人員：40名　●最少催行人員：20名　●添乗員：１名同行
※最少催行人員に満たない場合は不催行の場合がございます。予めご了承ください。
●利用予定バス会社　：　丸一観光　もしくは　北陸鉄道　●契約：㈱JTBとの事業型企画旅行契約となります。

B1〜B3のご旅行条件

金沢定番コースを網羅した日帰りコースとなります。1721 年の始まり以来、約
290年、食文化を支える市民の台所として親しまれている「近江町市場」、日本三
名園の一つで百万石前田家の庭園として造られた「兼六園」、まちに開かれた公園
のような美術館を建築コンセプトとしたガラス張りの円形美術館「金沢 21世紀美
術館」、金箔の総合ミュージアム箔一本店「箔巧館」をご案内させて頂きます。

兼六園� 写真提供：石川県観光連盟

那谷寺� 写真提供：石川県観光連盟

妙成寺
写真提供：石川県観光連盟

11/9
（金）

　金沢駅＝＝＝近江町市場（下車観光）＝＝＝兼六園（入場観光）····· 金沢城（下車観光）＝＝＝
　９：00　　９：15　　　　　10：00　　10：15　　　　　　　　　　　　　　11：30

　＝＝＝兼見御亭（昼食）＝＝＝金沢 21 世紀美術館（入場観光）＝＝＝箔一本店 箔巧館（入場観光）
　　　11：45　　12：45　　13：00　　　　　　　　  14：00　　14：30　　　　　　15：15

　＝＝＝金沢駅
　　　　16：00 頃 食事条件　　朝　―　　昼　〇　　夕　―

金沢に来たらこれ！定番スポットプランコース番号
B1 15,200円お一人様あたり

旅行代金

白山と加賀の名所を訪ねる日帰りコースとなります。全国に約３千社もある白山神
社の総本宮で、地元ではしらやまさんと慕われる「白山比咩神社」、明治３年創業、
名酒手取川で有名な「吉田酒造」、13万坪にも及ぶ自然豊かな森に、茅葺の古民家
を移築した伝統工芸村「ゆのくにの森」、717年泰澄神融禅師により開創、現在は
７棟の国重要文化財と名勝指定園がある「那谷寺」をご案内させて頂きます。

11/9
（金）

　金沢駅＝＝＝白山比咩神社（下車観光）＝＝＝吉田酒造（下車観光）＝＝＝
　９：00　　  ９：45　　　　　10：30　　　11：00　　　11：30

　＝＝＝加賀伝統工芸村 ゆのくにの森（金箔はり体験 / 昼食）＝＝＝那谷寺（入場観光）＝＝＜小松空港＞＝＝
　　　　12：15　　　　　　　　　　　　　　　　　14：15　　  14：30　　15：15　 　16：00 頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※小松空港にて途中下車可能です。
　＝＝＝金沢駅
　　　　17：00 頃 食事条件　　朝　―　　昼　〇　　夕　―

紅葉に染まりゆく加賀路プランコース番号
B2 14,900円お一人様あたり

旅行代金

11/9
（金）

　金沢駅＝＝＝＜千里浜ドライブウェイ経由＞＝＝＝妙成寺（入場観光）＝＝＝
　９：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：15　　　　11：00

　＝＝＝しおやす漆器工房（昼食）····· 輪島市内自由観光＝＝＝能登ワイン（下車観光）＝＝＝
　　　　12：15　　　　　13：00　　　　　　13：45　　  14：30　　　　15：00

　＝＝＝＜のと里山空港＞＝＝＝金沢駅
　　　　　  15：30 頃　　　　 17：00 頃
　　　　※のと里山空港にて途中下車可能です。 食事条件　　朝　―　　昼　〇　　夕　―

里山里海。色づく日本の原風景鑑賞プランコース番号
B3 13,500円お一人様あたり

旅行代金
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視察研修のご案内

世界農業遺産にも選ばれた能登半島を周遊する１泊２日コースとなりま
す。国内で唯一、世界でも珍しい波打ち際を自動車で走ることができる「千
里浜なぎさドライブウェイ」、海に突き出た岩盤にあり能登金剛を代表す
る存在である「巌門」、千年以上の歴史がある「輪島朝市」、輪島塗の工房
見学が楽しめる「しおやす漆器工房」、日本の原風景とも呼ばれる「白米
千枚田」、能登半島の風土と気候を生かして広大な畑で栽培されたワイン
専用ぶどう 100％の本格生ワインが楽しめる「能登ワイン」をご案内させ
て頂きます。また、お宿は石川県が全国に誇る「加賀屋」となります。

加賀の名所を訪ねる１泊２日コースとなります。717 年泰澄神融禅師に
より開創、現在は７棟の国重要文化財と名勝指定園がある「那谷寺」、茅
葺の古民家を移築した伝統工芸村「ゆのくにの森」をご案内させて頂き
ます。お宿は大浴場隣接の露天風呂（サウナ付）をはじめ５ヵ所の貸切
露天風呂（有料）、エステ、足つぼマッサージコーナーがある加賀温泉地
区屈指の「瑠璃光」となります。

11/9
（金）

　金沢駅＝＝＝＜千里浜ドライブウェイ経由＞＝＝＝加賀屋（宿泊）
　14：00　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　15：30

食事条件　　朝　―　　昼　―　　夕　〇
＜宿泊＞和倉温泉　加賀屋（雪月花）　１泊２食

11/10
（土）

　加賀屋＝＝＝巌門（下車観光）＝＝＝輪島朝市（下車観光）＝＝＝しおやす漆器工房（昼食）＝＝＝
　８：30　　９：15　  10：00　　 11：00　　　 11：45　　11：50　　　　　　12：50

　＝＝＝白米千枚田（下車観光）＝＝＝能登ワイン（下車観光）＝＝＝＜のと里山空港＞＝＝＝金沢駅
　　　  13：10　　　 13：40　　　 14：30　　　  15：00　　　　　 15：30 頃　　　　 17：00 頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※のと里山空港にて途中下車可能です。

食事条件　　朝　○　　昼　○　　夕　―

11/9
（金）

　金沢駅　＝＝＝＝＝＝瑠璃光（宿泊）
　14：00　　　 　　　15：30

食事条件　　朝　―　　昼　―　　夕　〇
＜宿泊＞山代温泉　瑠璃光（月の棟）　１泊２食

11/10
（土）

　瑠璃光＝＝＝那谷寺（入場観光）＝＝＝加賀伝統工芸村 ゆのくにの森（体験 / 昼食）＝＝＝
　9：00　　9：15　　　10：00　　10：15　　　　　　　　　　　　　　　12：15

　＝＝＝＜小松空港＞＝＝＝金沢駅
　　　　  13：00 頃　　　14：00 頃
　※小松空港にて途中下車可能です。 食事条件　　朝　○　　昼　○　　夕　―

●行程表摘要　＝＝＝　バス　　・・・・・　徒歩　　観光区分（行程表記載の通り）　●食事条件　：　行程表記載の通り
●料金：お一人様あたり（サービス料・消費税込み）　●募集人員：40名　●最少催行人員：20名　●添乗員：１名同行
※最少催行人員に満たない場合は不催行の場合がございます。予めご了承ください。
●利用予定バス会社　：　丸一観光　もしくは　北陸鉄道　●契約：㈱JTBとの事業型企画旅行契約となります。
●部屋タイプ　：　和室　２名１室利用,3名１室利用,4名１室利用,5名１室利用

B4〜B5のご旅行条件

あこがれの加賀屋（雪月花）に泊まる宿泊プランコース番号
B4

開湯1,300年超、悠久の歴史を湛える山代温泉宿泊プランコース番号
B5

　　　  お一人様あたり 旅行代金　　
５名１室 33,900円

～２名１室 40,500円

　　　  お一人様あたり 旅行代金　　
５名１室 57,000円

～２名１室 72,500円

外観

外観

和室（イメージ）

大浴場イメージ
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ゴルフ視察プレープランのご案内

申 込 方 法

ア ク セ ス

■日　　　程：平成 30 年 11 月 9 日（金）
■場　　　所：片山津ゴルフ倶楽部
　　　　　　　〒 922-0401 加賀市新保町ト 1-1
　　　　　　　TEL：0761-74-0810
　　　　　　　URL：http://www.katayamazugc.co.jp
■プ レ ー 費：白山コース　25,220 円
■時　　　間：白山コース　９：13（予定）※ 16：00 頃終了予定

■予 定 組 数：５組 20 名限定
※詳細は石川県本部事務局にお問合せ下さい。TEL：076-280-6223

金沢駅から
＜7：48＞金沢駅発　しらさぎ4号 名古屋行き
＜8：14＞加賀温泉駅着
加賀温泉駅よりタクシー　所要時間約15分　
料金目安3,000円程度

片山津ゴルフ倶楽部から
・小松空港
　タクシー　所要時間約10分
　　　　　　料金目安2,500円程度
・加賀温泉駅
　タクシー　所要時間約15分
　　　　　　料金目安3,000円程度

参加希望者は申込書（P16）に必要事項を記入の上、各地方本部事務局へ郵送もしくは FAX に
て送付して下さい。詳しい申込方法は申込手順（P3）をご参照下さい。

大会翌日にゴルフ視察プレーを開催いたします。
会場となる片山津ゴルフ倶楽部「白山コース」は、松林の自然美と絶妙な起伏をもった片山津の
大自然を巧みに活かした自然とゴルフがみごとに融合した雄大なコースです。ツアー開催実績も
豊富な名門コースでのプレーをお楽しみください。多数のご参加をお待ちしております。

ゴルフコンペの受付及び料金の収受は
㈱ JTB ビジネスネットワークによる代行受付・収受となります。

白山コース
ツアー開催実績

開 催 概 要コース番号
C1

第48回
日本女子オープンゴルフ選手権

（2015年度）

第41回
日本女子プロゴルフ選手権

（2008年度）

第69回
日本オープンゴルフ選手権

（2004年度）
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お茶屋体験プランのご案内

申 込 方 法

交流会後に二次会をご用意しております。
一見さんお断りの金沢三茶屋街のお座敷遊びが体験できる貴重な場ですので、この機会に是非ご
参加下さい。

■日　　程：平成30年11月８日（木）20：00より２時間程度

■金　　額：お一人様あたり15,000円（体験基本料金）
■定　　員：１軒８名～10名
■募集人員：110名（最少催行人員８名）

※ 茶屋街料亭、お客様同士の組合せは指定は
できません。ご了承下さい。

※ お飲み物の種類や酒量、追加料理などで別途費用が
発生する場合がございます。追加費用はお客様負担
となります。カード払い不可。

参加希望者は申込書（P16）に必要事項を記入の上、各地方本部事務局へ郵送もしくは FAX に
て送付して下さい。詳しい申込方法は申込手順（P3）をご参照下さい。

お茶屋体験の受付及び料金の収受は
㈱ JTB ビジネスネットワークによる代行受付・収受となります。

ア ク セ ス
指定の各料亭には交流会会場よりタクシーにて直接お越し下さい。

にし茶屋街
約 15 分

ひがし茶屋街
約 13 分

主
かずえ

計町茶屋街
約 12 分

※写真はイメージです。　写真提供：金沢市

タクシー料金目安：1,500 円程度

にし茶屋街
〈料亭名〉

明月
はん家
美音

ひがし茶屋街
〈料亭名〉

山とみ
中むら
八しげ
春の家
藤乃弥

主
かずえ

計町茶屋街
〈料亭名〉

一葉
仲乃家
まゆ月

金 沢 三 茶 屋 街コース番号
C2
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金沢の銘店 小松弥助 昼食プランのご案内

東の「すきやばし次郎」、西の「小松弥助 」と称され、銀座久兵衛初代が日本一の鮨を握る職人
と言わしめた伝説の寿司職人森田一夫氏の「小松弥助」。
一見ではまず予約困難な銘店を本大会参加者のために 11 月 8 日（木）・9 日（金）両日貸切対
応致します。
大会会場・交流会会場から徒歩 2 ～ 3 分の好立地であるこの機会を是非ご利用下さい。

金沢駅　兼六園口（東口）より徒歩約３分

参加希望者は申込書（P16）に必要事項を記入の上、各地方本部事務局へ郵送もしくは FAX に
て送付して下さい。
詳しい申込方法は申込手順（P3）をご参照下さい。

ア ク セ ス

申 込 方 法

昼食の受付及び料金の収受は
㈱ JTB ビジネスネットワークによる代行受付・収受となります。

■日　　程
平成 30 年 11 月８日（木） 平成 30 年 11 月９日（金）

１回目 11：00 ～ 11：30 ～
２回目 12：30 ～ 13：00 ～
３回目 14：30 ～

　※ご予約時間までに金沢茶屋フロント前ロビーにお集まり下さい。

■各回定員：20 名（カウンター席 12 名、２人掛けテーブル席× 2、４人掛けテーブル席× 1）
■料理内容：おまかせコース
■金　　額：10,000 円　※お一人様あたり料金（サービス料・消費税込み）
　　　　　　　　　　　 　※お飲み物・追加料理は別料金となります。

■住　　所：小松弥助（こまつやすけ）
　　　　　　〒 920-0853　金沢市本町 2-17-21
　　　　　　金沢茶屋別館 1 階

概 　 要コース番号
C3
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各種ご案内

視 察 研 修 等 料 金 表

変更・取消料について（お一人様あたり）

コース番号 視察研修コース ご料金（条件）

B1 金沢に来たらこれ！
定番スポットプラン 旅行代金　15,200 円

B2 紅葉に染まりゆく加賀路プラン 旅行代金　14,900 円

B3 里山里海。色づく日本の
原風景鑑賞プラン 旅行代金　13,500 円

B4 あこがれの加賀屋（雪月花）
に泊まる宿泊プラン

旅行代金　２名１室 72,500 円　４名１室 60,300 円
３名１室 64,700 円　５名１室 57,000 円

B5 開湯1,300 年超、悠久の歴史を湛える
山代温泉宿泊プラン

旅行代金　２名１室 40,500 円　４名１室 36,100 円
３名１室 38,300 円　５名１室 33,900 円

C1 ゴルフ視察プレープラン 白山コース　25,220 円

C2 お茶屋体験プラン 15,000 円

C3 小松弥助昼食プラン 10,000 円

代行収受（ゴルフ視察プレープラン、お茶屋体験プラン、小松弥助昼食プラン）の変更·取消
ゴルフ視察プレープラン お茶屋体験プラン 小松弥助昼食プラン

取消日 ３日前まで ２日前～
当日

７月26日
まで

７月27日～
当日

10月５日
まで

10月６日～
当日

取消料 無料 2,160円 無料 100％ 無料 100％

※上記日付はご旅行開始日の前日から起算し遡った日付となります。

宿泊プラン・視察研修（宿泊）の変更・取消

取消日 21日前まで 20日～
８日前まで

７日～
２日前まで 前日 当日 旅行後取消、

無連絡

取消料 無料 ご旅行代金の
20％

ご旅行代金の
30％

ご旅行代金の
40％

ご旅行代金の
50％

ご旅行代金の
100％

視察研修（日帰り）の変更·取消

取消日 11日前まで 10日～
８日前まで

７日～
２日前まで 前日 当日 旅行後取消、

無連絡

取消料 無料 ご旅行代金の
20％

ご旅行代金の
30％

ご旅行代金の
40％

ご旅行代金の
50％

ご旅行代金の
100％

お一人様あたり 税サ込
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各種ご案内

個人情報の取扱について個人情報の取扱について

（１）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、当社の旅行契約上の責任、事故
時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買
い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載さ
れた運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭
乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。

（２）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の
方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方
へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個
人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

（３）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご
参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社 JTB お客様相談室　〒 140-8602　東京都品川区東品川 2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

株式会社 JTBビジネスネットワーク　中部MICEセンター
【第54回全国不動産会議　石川県大会】係

㈱ JTB代理業　東京都知事登録旅行業　第3-7539号
〒453-6106愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12　グローバルゲート８階

TEL.052-446-5099　FAX.050-3730-4343
営業時間：９：45～17：45（土、日、祝は休業）

E-mail:cub_mice@jbn.jtb.jp
　総合旅行業務取扱管理者：稲垣　規江

※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責任者です。
ご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明点が

ございましたら、上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

受 託 販 売 （お問合せ・お申込み先）

株式会社 JTB
（一社）日本旅行業協会正会員
観光庁長官登録旅行業第64号

〒140-8602東京都品川区東品川2-3-11
（本社承認番号　E1805084）

旅 行 企 画 実 施
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ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）
■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）《宿泊プラン , 視察研修　日帰り / 宿泊プラン》
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し込みください。
旅行条件書（全文）はこちらよりご確認いただけます。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】
●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB（東京都品川区東品川 2-3-11 JTB ビル　観光庁長官登録旅行業第 64 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（全文）、出発前にお渡しする最終日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契約の部によります。
●旅行のお申込み及び契約成立時期

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申込みください。
（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、後日送付する請求書に基づく申込金（旅行代金全額）のお振込みが完了した時点で、
成立したものとします。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は 10 月５日（金）までにお支払ください。
●取消料
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、別途記載の金額を取消料として申し受けします。
別途記載の取消料区分をご確認ください。
●旅行代金に含まれるもの
各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊代、食事代、及び消費税
等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。

（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●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、旅行業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、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の
金額の範囲において、補償金又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名につき～ 15 万円（但し、補償対象品１個あたり 10 万円を限度とします。）
身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収
又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞
●国内旅行保険への加入について
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請
求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自
身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問合せください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個
所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について

（１）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、
当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い
物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、
土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付するこ
とにより提供いたします。

（２）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしていま
す。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきま
す。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

（３）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個
人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社 JTB お客様相談室　〒 140-8602　東京都品川区東品川 2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
また、大会運営に伴い情報共有のため大会主催事務局へ情報を提出し利用させていただきます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2018 年６月１日現在を基準としています。又、旅行代金は 2018 年６月１日現在の有効な運賃・規則を基準として
算出しています。
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登録申込書

ていつに費加参■

各地方本部事務局の方は、お申込みの際に下記までお問合せ下さい。
●076-264-7077　㈱JTB金沢支店　担当：古川/中本

※大会参加費はご入金後の返金は出来かねますのでご了承下さい。
※大会参加費（交流会費用込）はお一人様あたり10,000円です。

■国内旅行保険への加入について
●国内旅行保険については各地方本部単位で受付致します。

下さい。
下さい。

下さい。

本部

23

男・女

男・女

男・女

禁・喫

禁・喫

禁・喫

ゴルフ視察プレー

下さい。
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登録申込書（記入例）

本部

男・女

男・女

男・女

禁・喫

禁・喫

禁・喫

ゴルフ視察プレー

23

ていつに費加参■

各地方本部事務局の方は、お申込みの際に下記までお問合せ下さい。
●076-264-7077　㈱JTB金沢支店　担当：古川/中本

※大会参加費はご入金後の返金は出来かねますのでご了承下さい。
※大会参加費（交流会費用込）はお一人様あたり10,000円です。

■国内旅行保険への加入について
●国内旅行保険については各地方本部単位で受付致します。

下さい。
下さい。

下さい。

下さい。

B4

B4

記入例
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