
　 6/1（水）

10時受付
スタート

隣県エリア拡大
6/30まで延長決定！！
◀他プランもございます ※検査パッケージはPCR検査、抗原定量検査が推奨されています。※条件を満たさない場合は、割引適用外となります。

ワクチン3回接種・検査パッケージ活用でご参加頂けます

ワクチン3回接種完了
・予防接種済証明書等で確認。

検査パッケージを
活用して検査結果が
陰性の方（当日ホテルへ 
陰性証明書の提出が必要）

ま
た
は

五感にごちそうかなざわ宿泊キャンペーン事業のご案内
①�予算が上限に達した場合など、金沢市の財政事情により、実施期間の途中であっても事業を中止する場合があります。
②�宿泊契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは、割引前の宿泊代金を基準として当社所定の取消料を�
申し受けます。詳しくは当社係員にお尋ね下さい。
③�予約後に、感染拡大による法的措置などのため、金沢に行くことができなくなった場合でも、取消料は、お客様
負担となります。
④チェックインが確認できない場合は割引対象外となります。
※�キャンペーンの対象外となる地域にお住まいのお客様のご宿泊については、�助成適用外の場合は割引前の�
通常料金をお支払いいただく必要がございます。

ツアー参加にあたり利用者全員の
本人確認書類の提出と、ワクチン接種歴
もしくは陰性の検査結果の確認が必要
になります。適用条件を満たさない
場合は割引適用外となります。

必ずご一読ください

お一人様
最大お一人様
最大

（旅行代金10,000円以上の場合、5,000円割引）
5,000円割引
五感にごちそうかなざわ

6月30日宿泊分まで　本人確認・ワクチン接種歴を確認させて頂きます。
※金沢市宿泊プランのみ

こちらの二次元
バーコードから
お申込頂けます。

県民向け県内旅行応援事業のご案内
今後新型コロナウイルスの感染状況によっては、新規予約の受付停止や割引適用を一時中止する場合が
ございます。
■当広告掲載の旅行は県民向け県内旅行応援事業支援対象です。
【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、旅行代金を基準として所定の取消料を申し
受けます。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。
【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します。

株式会社タビックスジャパンの旅行事業は、2022年1月1日より親会社のT-LIFEホールディングス株式会社に移行しました。引き続きT-LIFEホールディングス株式会社にて取り扱いを継続いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

観光庁長官登録旅行業  第197号
東京都練馬区高松5-11-26 MKビル 4F
総合旅行業務取扱管理者  尾崎 裕子／渡部 聡 ☎050-3176-7976

【営業時間】 平日10：00〜17：00（土・日・祝10：00〜16：30）予約センター（石川）

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたします。事前に旅行内容のご確認をお願い致します。�※この広告は5月30日時点での集計を基に制作しております。今後、満席や中止になる場合がございます。

タビックスジャパンを含むT-LIFE
ホールディングスグループは
2022年1月1日に会社再編を

行いました。
タビックスはT-LIFEホール

ディングス（株）に
   ブランドとして移行し、
新たな一歩を踏み出しました。

旅行企画・実施

（石川県在住五感にごちそうかなざわ割引後の旅行代金20,000円以上の場合）（五感にごちそうかなざわ割引後、旅行代金10,000円以上の場合）

県民向け県内旅行応援事業

10,000円割引 2,000円分のクーポン+
6月30日宿泊分まで　　本人確認・ワクチン接種歴を確認させて頂きます。

お一人様
最大

各プランの記載の二次元コード
からお申込み下さい。

Web割
Webからの
ご予約でお1人様500円引き！

安心の添乗員同行バスツアー

のとじま水族館 日帰り

1各自にてホテルへ（15：00よりチェックイン）
朝昼夕
−−弁

2各自チェックアウト（12：00まで） ○−−
●部屋：洋室（禁煙）�●添乗員なし�●最少催行人員：2名様�●食事：朝1・夕1（弁）回付

※小人同額　※1名1室不可
※小人同額　※1名1室不可　※①6/19は設定除外日となります。

ダブル割 ホテル日航金沢 2
日間

ホテル内日本料理「弁慶」特製和牛弁当付

申込みはこちら ↑コースＮＯ
11-3001-0069

※ホテル「6階弁慶」にて特製テイクアウト弁当をお渡し致します。
客室でお召し上がり下さいませ。事前に夕食弁当受取時間をお知らせ

ください（17：00/17：30/18：00/18：30/19：00/19：30）

出発日
大人・子供同額　2〜3名様1室（お一人様あたり）

旅行代金 WEB割 五感にごちそう
かなざわ割引 県民割引 お支払い

実額
平日（6/11以降） 16,000: 500: 5,000: 5,000: 5,500:

休前日（6/11以降）18,000: 500: 5,000: 5,000: 7,500:
更にクーポン2,000円付与

出発日
大人・子供同額　2〜3名様1室（お一人様あたり）

旅行代金 WEB割 五感にごちそう
かなざわ割引

県民割引
※注

お支払い
実額

平日（6/11以降）※① 27,000: 500: 5,000: 10,000: 11,500:

休前日（6/11以降）29,500: 500: 5,000: 10,000: 14,000:

更にクーポン2,000円付与

出発日
大人・子供同額　2〜3名様1室（お一人様あたり）

旅行代金 WEB割 五感にごちそう
かなざわ割引

県民割引
※注

お支払い
実額

平日（6/11以降） 25,500: 500: 5,000: 10,000: 10,000:
休前日（6/11以降）31,500: 500: 5,000: 10,000: 16,000:

更にクーポン2,000円付与

出発日
大人・子供同額　1〜2名様1室（お一人様あたり）

旅行代金 WEB割 五感にごちそう
かなざわ割引 県民割引 お支払い実額

全日（6/11以降） 11,500: 500: 5,000: 3,000: 3,000:

更にクーポン1,000円付与

出発日 大人・子供同額（お一人様あたり）
旅行代金 WEB割 県民割引 お支払い実額

全日（6/11以降）※① 10,500: 500: 5,000: 5,000:
更にクーポン2,000円付与

出発日 大人・子供同額（お一人様あたり）
旅行代金 WEB割 県民割引 お支払い実額

&-25j.26a 10,500: 500: 5,000: 5,000:
更にクーポン2,000円付与

x

お支払い実額
5,500円〜7,500円
さらに2,000円クーポン券

特製和牛弁当／イメージ 金城樓 料理イメージ

お支払い実額
11,500円〜14,000円
さらに2,000円クーポン券

お支払い実額
3,000円
さらに1,000円クーポン券

金沢東急ホテル×料
亭金城樓 2

日間

ホテル１泊朝食＋金城樓の加賀会席料理

ダブル割

ダブル割

1各自にてホテルへ（14：00よりチェックイン）夕食は金城樓に
て（18：00より夕食）（各自移動 車で約7分 1.8km）

朝昼夕
−−○

2各自チェックアウト(11：00まで) ○−−

申込みはこちら ↑

申込みはこちら ↑

●部屋：洋室（禁煙）�●添乗員なし�●最少催行人員：2名様�●食事：朝1・夕1回付

コースＮＯ
11-3001-0017

コースＮＯ
11-3001-0261

※注�富山県・福井県・新潟県・長野県・愛知県・静岡県・岐阜県・三重県在住者は
上限5,000円引きになります。

※設定除外日6/25���※小人同額��※1名1室不可　※注富山県・福井県・新潟県・
長野県・愛知県・静岡県・岐阜県・三重県在住者は上限5,000円引きになります。

x

x

百万石会席／イメージ

お支払い実額
10,000円〜16,000円
さらに2,000円クーポン券

金沢城のふもとに湧く天然温泉
金沢白鳥路 ホテル山楽 2

日間

ホテル1泊朝食に2日目ランチバイキングが付いた新プラン
ホテル・トリフィート金沢 2

日間
のどぐろの珠洲塩焼き含む百万石会席ホテル日航金沢「ザ・ガーデンハウス」ランチバイキング

ダブル割

※ご予約時、夕食の開始時間のご希望をお知らせ下さい。（17：30または19：30）

1 各自にてホテルへ（15：00よりチェックイン）夕食はホテル内レストランにて 朝昼夕
−−○

2各自チェックアウト(12：00まで) ○−−
1

各自＝●千里浜カントリークラブ（１プレイ）スタート時間：平日
7：30〜9：00、土日6：30〜9：00＝宝達志水●かっぱ鮨（上握り
寿司のご昼食）（各自移動車で約8分）＝現地解散

朝昼夕

−◯−

1
金沢駅（9：30出発）＝☆千里浜なぎさドライブウェイ※①＝
◯氣多大社＝◯能登食祭市場（加賀屋七尾店浜離宮御膳の 
ご昼食※②）＝☆能登島大橋＝●のとじま水族館（約２時間の
滞在／入場券付）＝金沢駅（16：30〜17：30着）

朝昼夕

−◯−

●部屋：洋室（禁煙）�●添乗員なし�●最少催行人員：2名様�●食事：朝1・夕1回付 ●添乗員なし�●最少催行人員：2名様�●食事：昼１回付

　●添乗員：金沢駅～金沢駅まで同行�●最少催行
人員：25名様※人数に達しない場合はツアーが中止になる場合がございます。�
●食事：昼１回付�●運行バス会社：丸一観光バス等���※①荒天時は通行止めと�
なる場合がございます。　※②昼食会場は能登食祭市場内団体専用席にて�
ご提供になります。　※本プランは石川県民在住者のみ割引適用となります。©のとじま水族館

申込みはこちら ↑コースＮＯ
11-3001-0022

x お支払い実額
5,000円
さらに2,000円クーポン券

お支払い実額
5,000円
さらに2,000円クーポン券

申込みはこちら ↑

申込みはこちら ↑

気軽にプレイ♪エンジョイゴルフ
千里浜カントリークラブ 日

帰り （ペットボトル
1本特典付）

コースＮＯ
11-3010-0003

コースＮＯ
11-1020-0052

バスガイドは同行致しません

石川県民割×五感にごちそうかなざわ ダブル割引プラン 石川県民割 日帰りプラン

ホテル・トリフィート金沢／外観 千里浜カントリークラブ

のとじま水族館海遊回廊

かっぱ鮨上にぎりの昼食付

加賀屋七尾店浜離宮御膳の昼食付

※①月曜日は休場日の為、設定除外日となります　※2名～4名同額
※本プランは石川県民在住者のみ割引適用となります。
※当ツアーは往復の交通手段が付かない現地集合・解散型のプランです。
※プレー後14：00以降になる場合はお持ち帰り用の寿司をご用意致します。
※インコース・アウトコースの順番はゴルフ場指定となります
※ゴルフ利用税は旅行代金に含まれます

※小人同額
※３名様利用の部屋はございません。３名以上の場合は２部屋以上でお申込みください

1各自にてホテルへ（15：00よりチェックイン）夕食の提供はございません 朝昼夕
−−−

2各自チェックアウト（11：00まで）・・・ホテル日航金沢2F「ザ・ガーデンハウス」にてラ
ンチバイキング11：30〜80分間（各自移動・徒歩１分） ○○−

●部屋：洋室（定員1～2名）�●添乗員なし�●最少催行人員：1名様�●食事：朝1・昼1回付

見て    触れる

※②
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