
2020年11月1日 ～2021年3月30日
※一部除外日がございます。

in

泣き猫
×

名鉄観光

ツアーの詳しい情報はこちら
www.mwt.co.jp/myado/special/nakineko/2020「泣きたい私は猫をかぶる」製作委員会Ｃ

引換場所：
名鉄出札係員
配置駅(弥富駅、
赤池駅を除く)
および名鉄名
古屋サービス
センター

BF-MAT4-MEITE20◇

有効期間内のフリーきっぷ
を各施設窓口に提示

※各施施設の休みや営業時間など事前に公式サイト等
にてご確認しおでかけください。

※世界サル類動物園(日本モンキーセンター)は入園料
別途必要となります。

日本モンキーパーク 南知多ビーチランド

リトルワールド 明治村 杉本美術館

日 火



お申込のご案内 本パンフレットは旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び
同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認の上お申込み下さい。

このご旅行は、名鉄観光サービス㈱(以下｢当社｣といいます)が旅行企画･実施するものであり、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
いいます)を締結することになります。旅行契約の内容･条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業

約款募集型企画旅行の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
●申込みの方法と契約の時期
(1)旅行のお申込は所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みください。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に契約が成立します。
電話、郵便、ＦＡＸ、インターネット等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込み手続きをお願いします。

(2)申込金は｢旅行代金｣又は｢取消料｣｢違約料｣の一部または全部として取り扱います。
(3)団体･グループを構成する旅行者の代表者としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有している
とみなします。

●旅行代金のお支払い
(1)申込みの際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。
30,000円未満･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円以上旅行代金まで
30,000円以上60,000円未満･･･・・・・・・・・・・10,000円以上旅行代金まで
60,000円以上････････････・・・・・・・・・・・・・20,000円以上旅行代金まで

(2)残金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日前にあたる日より前にお支払いください。
●旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。
(3)上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
●取消料
(1)お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

※取消日は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日付となります。

●特別補償
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って身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の償金及び見舞金を

支払います。
●旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款(募集型企画旅行の部第29条別表左欄)に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところによる

変更補償金をお支払いたします。
●基準日 この旅行代金は２０２０年１１月１３日現在の運賃・料金を基準としております。 新宿支店 伊藤・犬塚 承認No.

JR＋宿泊
プラン

旅行開始後及び
無連絡不参加

旅行開始日の
当日

旅行開始日の
前日

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって7日目にあたる日以降

前日まで

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって20日目に当たる日以降

8日目に当たる日まで

旅行代金の
100％

旅行代金の
50％

旅行代金の
40％

旅行代金の30％ 旅行代金の20％

中部国際空港セントレアホテル ミニ設定画展有(９月上旬から) ■JRセットプラン旅行代金（お一人様 / 1泊 朝食なし）（単位 ： 円）

コンフォートホテル中部国際空港 ミニ設定画展有(９月上旬から) ■JRセットプラン旅行代金（お一人様 / 1泊 無料朝食付）（単位 ： 円）

ホテルルートイン常滑駅前 ■JRセットプラン旅行代金（お一人様 / 1泊 無料朝食付）（単位 ： 円）

スプリングサニーホテル名古屋常滑 ミニ設定画展有(１０月上旬から) ■JRセットプラン旅行代金（お一人様 / 1泊 朝食なし）（単位 ： 円）

ツアーコード：BZ-DBJ4-101NK□
1

2

3 4

5 6

7 8

A B

(パシフィックサイド禁煙ダブル / 朝食なし)

(パシフィックサイド禁煙ツイン / 朝食なし)

(セントラルサイド禁煙シングル / 朝食なし)

(セントラルサイド禁煙ツイン / 朝食なし)

(パシフィックサイドハローキティルーム/ 朝食なし)

(南棟ツイン禁煙 / 朝食付)

(パシフィックサイド禁煙ツイン / 朝食付)

(セントラルサイド禁煙シングル / 朝食付)

(セントラルサイド禁煙ツイン / 朝食付)

(パシフィックサイドハローキティルーム/ 朝食付)

お部屋のタイプ(全室禁煙) A B C

セントラルサイド /シングル 1名1室 36,500 37,000 38,000

セントラルサイド /ツイン 2名1室 35,500 36,500 37,500

セントラルサイド /ツイン 3名1室 34,000 35,000 36,000

パシフィックサイド /ダブル 1名1室 37,000 37,500 38,000

パシフィックサイド /ダブル 2名1室 34,500 35,000 36,000

パシフィックサイド /ツイン 2名1室 36,000 37,000 38,000

パシフィックサイド/ハローキティルーム 2名1室 37,600 39,200 40,100

IN OUT

朝食 最寄り駅

15:00 10:00
和洋バイキング 中部国際空港駅

朝食付き

上記の旅行代金よりお一人様＋2,200

（大人・小人同額）

お部屋のタイプ(全室禁煙) A B

シングル 1名1室 36,000 37,000

ツイン 1名1室 42,000 44,000

ツイン 2名1室 34,000 35,500

IN OUT 朝食

最寄り駅

15:00 10:00 ブッフェ(朝食無料サービス)

中部国際空港駅
ツアーコード：BZ-DBJ4-102NK□ 1 (南棟シングル禁煙/ 朝食付)

(ツイン / 朝食付)ツアーコード：BZ-DBJ4-112NK□ (シングル/ 朝食付) 21

お部屋のタイプ(全室禁煙) A

シングル 1名1室 34,000

ツイン 1名1室 34,500

ツイン 2名1室 33,000

IN OUT 朝食

最寄り駅

15:00 10:00 ブッフェ(朝食無料サービス)

常滑駅

(1名ツイン又はダブル / 朝食付)ツアーコード：BZ-DBJ4-117NK□ (1名ツイン又はダブル / 朝食なし 21

3 (2名ツイン / 朝食なし) 4 (2名ツイン / 朝食付) 5 6(ジャパニーズツイン2名 / 朝食なし) (ジャパニーズツイン2名 / 朝食付)

お部屋のタイプ(全室禁煙) A B C D

ダブル又はツイン 1名1室 35,000 35,500 36,000 36,500

ツイン 2名1室 32,500 33,000 33,500 34,000

ジャパニーズツイン(和洋) 2名1室 33,500 34,000 34,500 35,000

IN OUT

朝食

最寄り駅

15:00 10:00

セットメニュー

常滑駅

朝食付き

（大人・小人同額）

上記の旅行代金より
お一人様 ＋1,100

◆スケジュール

日にち 行程 食事

1日目

各地 → → 名古屋駅

・・・ 常滑市内など ・・・ 宿泊先

× × ×

2日目
宿泊先 ・・・ 愛知県内など ・・・

名古屋駅 → → 各地

×
or
〇

× ×

各自移動

各自移動 各自移動

各自移動

■旅行代金に含まれるもの：宿泊費・往復のぞみ普通車指定席・消費税等諸税・泣き猫
グッズ等のポイント ■最少催行人員：1名 ■添乗員：同行なし ■その他 新型コロ
ナウイルスの影響により、一部プランや提供内容が異なる場合がございます。宿泊カレン
ダー表の中で、アルファベットのない宿泊日は、設定がございません。パンフレットに掲
載されている写真はイメージです。あらかじめご了承ください。

料理内容がブッフェ形式の場合、安全衛生管理等の都合により和定食または洋定食(セットメニュー)等
に予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆利用可能列車のご案内
お好きな時間帯の「のぞみ普通車」を
ご利用いただけます。
申込み時にお申し出ください。

ご
案
内

●往路、復路共にご希望の時間帯をお申し出ください。
●この商品は「のぞみ号」座席数限定プランです。
●往路・復路ともに指定列車以外のご利用はできません。
途中下車及び途中乗車はできません。

●乗り遅れた場合、当日の後続列車の自由席に
ご乗車いただけます。

●JRの座席は1ヵ月前の発売となります。
座席に限りがありますので、ご希望に沿えない場合があります。

●JRのダイヤ改正等により列車名や時間が変更に
なる場合があります。

●JRのご利用ルールは通常のきっぷと異なります。
販売店にご確認ください。

東海道・山陽・九州新幹線に３辺の合計が160㎝を超える荷物（以下、「特大荷物」）を車内に持ち込む場合は、事前に特大

荷物スペースつき座席の予約が必要ですので、旅行申込時に販売店係員にお申し出ください（予約料は無料ですが、席数に
は限りがあります）。３辺の合計が250㎝を超える荷物はお持ち込みいただけません。また、事前予約制せずに「特大荷物」
をお持ち込みされた場合、車内で手数料（1,000円・税込）をお支払いいただく必要がありますので、なるべく荷物は小分け

にしていただくようお願いいたします。なお、自由席（一部区間自由席を含む）をご利用の場合、「特大荷物」はお持ち込
みいただけません。お持ち込みされる場合、別途所定の運賃・料金が必要です。ご不明な点は、販売店係員にお問い合わせ
ください。「特大荷物」の持ち込みに関する詳細は、JR東海（https://jr-central.co.jp/）のHPをご覧ください。

販売店
JRマル契「マーチ名古屋のぞみA」にて
発券してください。

指定席 のぞみA 4609211 秋季 のぞみA 4600211 冬季

新幹線のぞみ
普通車指定席

新幹線のぞみ
普通車指定席

東京駅
品川駅
新横浜駅( )

東京駅
品川駅
新横浜駅( )

お一人様
往復 東京駅発着 品川駅発着 新横浜駅発着

大人 差額なし 差額なし -1,000

小人 -10,000 -10,000 -10,500

◆料金
差額表

単位：円

個人情報の取り扱いについて・・・個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご確認ください。

●お問合せ・お申込みは下記まで・・・

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
説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管
理者にお尋ねください。

お客様担当者（外務員） 氏名

旅行企画・実施

支店：新宿支店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-8(新東京ビル6階) 観光庁長官登録旅行業第５５号

※小人は6歳以上12歳未満（小学生）となります。

2 (パシフィックサイド禁煙ダブル / 朝食付)

GoToトラベル事業支援対象ツアー (旅行代金の最大35％が支援されます)
※本ツアーは、令和3年1月31 日宿泊(2 月1日チェックアウト)まで〔※当面〕をGoToトラベル事業支援対象としております。
※旅行代金からGoToトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
旅行代金への給付額・お支払い実額・地域共有クーポンは、お一人様あたりの金額を表記しており、一旅行単位の総旅行代金・申込人数によって
変更になる場合もありますので予めご承知おきください。
※【給付金受領について】国からの給付金はお客様に対して支給されるものであり、当社およびGoToトラベル事務局はお客様に代わって受領（代理受領）
して、給付金を差し引いたお支払い実額をお支払いいただきます。なお、取り消しの際は、旅行代金（追加代金を含む）を基準として所定の取消料を
申し受けします。お客様は、当社およびGoToトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込ください。

(例)12月1日・大人1名様・東京発着の新幹線利用・
ホテルルートイン常滑駅前のシングルに宿泊の場合

〇旅行代金(A) 34,000円

〇旅行代金への給付額(B) 11,900円

〇お支払実額(A)-(B) 22,100円

〇地域共通クーポン 5,000円

ツアーがお得!!
(参考)12月1日乗車・大人1名様

のぞみ普通車指定席・
東京-名古屋往復の場合

JR代は22,200円


