
本社：金沢市泉本町7-7  総合旅行業務取扱管理者／古田和己

観光庁長官登録
旅行業第1702号 

一般社団法人
日本旅行業協会会員

旅行業公正取引
協議会会員 kikaku@hokutetsukoku.jp

営業時間  平日9：00～17：15  土曜9：00～12：30 （日・祝休）

【ご旅行条件（要約）】
この旅行チラシは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び、
同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。詳しい旅行条件を説
明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認のうえお申し込み下さい。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社北鉄航空（以下「当社」という）が企画・募集・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
約を締結することになります。また、契約の内容・条件はこのチラシに掲
載されている条件の他、下記条件、別途お渡しする旅行条件書（全文）、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
集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申し込みと契約の成立
（1） 所定の申込書と申込金（旅行代金の20％）を添えてお申し込みくだ

さい。旅行契約は当社が申込金を受理したときに成立します。
（2） 当社は、電話、郵便、FAX、Eメールその他の通信手段（以下「電話等」と

いう）による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。
この場合、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌
日から起算して、3日以内にお申込書と旅行代金を提出して頂きます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃、宿泊費、食事代、観光料金、消費税
等諸税添乗員同行費用が含まれます。（旅行日程に記載のない交通費等
の諸費用及び個人性質の諸費用は含みません）

●取消料
お申し込み後、お客様の御都合により旅行契約を解除される場合は、次
の取消料をお支払いいただきます。
旅行開始日前日から起算して11日前 無料
旅行開始日前日から起算して10日前から8日前 旅行代金の20％
旅行開始日前日から起算して7日前から2日前 旅行代金の30％
旅行開始日の前日 旅行代金の40％
旅行開始日の当日 旅行代金の50％
旅行開始後、および無連絡不参加 旅行代金の100％

●旅行の中止
お客様の人数がこのパンフレットに記載した最少催行人員に満たないと
き、当社は旅行の催行を中止することがあります。この場合、旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって4日前にあたる日より前に連絡させてい
ただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

旅行
企画
実施 ［ 企画協力 ］ 能美市観光物産協会／能美市

70120-316-100TEL.076-242-3337お問い合わせ
お申し込み

E-mail
予約

あすなろ倶楽部のポイント対象外となります。

3,000円
モニターツアー

滞在時間 約60分

滞在時間 約90分
滞在時間 約90分

5

金沢駅
金沢港口（西口)9：00

さらい（昼食）

辰口温泉 
たがわ龍泉閣

30名限定（最少催行人数 15名）平成30年3月10日土

◆旅行代金（お一人様╱大人・小人同額）

陶歴 ● 2011年九谷焼技術研修所卒。同
年福島武山工房に入り、名匠である父福
島武山氏に師事。2014年能美市美術展奨
励賞、2015年能美市美術展優秀賞、2016
年ものづくり匠の技祭典 匠なでしこ賞受
賞。北陸新幹線金沢駅待合室陶板制作。

有生 礼子先生

あり　せ れい　 こ

いしかわ動物園「トキ里山館」
日本の里山を再現したトキ里山館でトキを
デッサンし、九谷焼絵付けのモチーフにします。
こんな動物もデッサンできます！
ホワイトタイガー・ユキヒョウ・レッサーパンダ・
ライオンなど 提供：いしかわ動物園（イメージ）

出発

17：30頃予定
金沢駅
金沢港口（西口)

到着

体験 食 温泉

デッサンをもとに自分だけの
オリジナル絵柄の絵付けに
挑戦。有生先生のアドバイス
つきなので、初心者でも安心
です。また、陶芸村には九谷
焼を販売するお店が多数並
んでおり、お買い物も楽しめ
ます。

九谷陶芸村
絵付け体験・お買い物

開湯1400年の由緒ある名湯。
名物の露天風呂「田んぼの湯」
もお楽しみいただけます。

大浴場（イメージ）

能美市の特産品で、粘りの強さと
独特な風味が特徴の高級いも「加
賀丸いも」料理を、このツアーの為
に特別にご用
意致します。

と
加賀丸いも料理 辰口温泉・

九谷焼絵付け体験

※行程順が一部変更になる場合がござ
います。

※道路状況等により、時刻が変更になる
場合がございます。

九
谷
焼
作家

「有
生先生」と巡る
せ

あり

作家工房（能美市）
赤絵細描を描く女流九谷焼作家、
有生先生にご案内いただきます。

1

2

3

4

•入浴のタオル・バスタオル・入浴用浴衣付
•内風呂は男女別、露天風呂は入浴用浴
衣着用での混浴となります。

イメージ

田んぼの湯（イメージ）

※有生先生は作家工房、昼食、九谷陶芸村にて
　ご一緒いたします。

アンケートに
ご協力

お願い致します

◆出発日 ◆募集人員 ◆添乗員が同行致します

◆行程

限定特別企画

イメージ

体験

食

温泉

日帰り

特別
価格

●能美市観光物産協会より助成を受けています。

•絵付けする陶器は小皿をご用意し
ております。完成品は後日郵送に
てお届けします。



本社：金沢市泉本町7-7  総合旅行業務取扱管理者／古田和己

観光庁長官登録
旅行業第1702号 

一般社団法人
日本旅行業協会会員

旅行業公正取引
協議会会員 kikaku@hokutetsukoku.jp

営業時間  平日9：00～17：15  土曜9：00～12：30 （日・祝休）

【ご旅行条件（要約）】
この旅行チラシは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び、
同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。詳しい旅行条件を説
明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認のうえお申し込み下さい。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社北鉄航空（以下「当社」という）が企画・募集・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
約を締結することになります。また、契約の内容・条件はこのチラシに掲
載されている条件の他、下記条件、別途お渡しする旅行条件書（全文）、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
集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申し込みと契約の成立
（1） 所定の申込書と申込金（旅行代金の20％）を添えてお申し込みくだ

さい。旅行契約は当社が申込金を受理したときに成立します。
（2） 当社は、電話、郵便、FAX、Eメールその他の通信手段（以下「電話等」と

いう）による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。
この場合、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌
日から起算して、3日以内にお申込書と旅行代金を提出して頂きます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃、宿泊費、食事代、観光料金、消費税
等諸税添乗員同行費用が含まれます。（旅行日程に記載のない交通費等
の諸費用及び個人性質の諸費用は含みません）

●取消料
お申し込み後、お客様の御都合により旅行契約を解除される場合は、次
の取消料をお支払いいただきます。
旅行開始日前日から起算して21日前 無料
旅行開始日前日から起算して20日前から8日前 旅行代金の20％
旅行開始日前日から起算して7日前から2日前 旅行代金の30％
旅行開始日の前日 旅行代金の40％
旅行開始日の当日 旅行代金の50％
旅行開始後、および無連絡不参加 旅行代金の100％

●旅行の中止
お客様の人数がこのパンフレットに記載した最少催行人員に満たないと
き、当社は旅行の催行を中止することがあります。この場合、旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前に連絡させて
いただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

旅行
企画
実施 ［ 企画協力 ］ 能美市観光物産協会／能美市

70120-316-100TEL.076-242-3337お問い合わせ
お申し込み

E-mail
予約

あすなろ倶楽部のポイント対象外となります。

（普通車指定席）

作家工房（能美市）
赤絵細描を描く女流九谷焼作家、
有生先生にご案内いただきます。

1

20,000円～
25,000円

東京発東京発
モニターツアー

東
京
駅

3
月
10
日
土

3
月
11
日
日

◆旅行代金
お一人様
おとな・こども同額

陶歴 ● 2011年九谷焼技術研
修所卒。同年福島武山工房
に入り、名匠である父福島武
山氏に師事。2014年能美市
美術展奨励賞、2015年能美
市美術展優秀賞、2016年も
のづくり匠の技祭典 匠なで
しこ賞受賞。北陸新幹線金
沢駅待合室陶板制作。

有生 礼子先生

あり　せ れい　 こ

※利用列車の変更はできません。
※各自にてご乗車ください。

アンケートに
ご協力

お願い致します

平成30年3月10日土◆出発日 たがわ龍泉閣（石川県辰口温泉）◆ご宿泊

8名様◆最少催行人数

1日目／昼・夕　2日目／朝◆お食事
1日目金沢駅出発から辰口温泉到着まで
同行致します。
※有生先生は1日目作家工房、昼食、九谷陶芸村にてご一緒いたします。※2名様以上でお申し込み・受付となります。

◆添乗員

◆行程

さらい（昼食）
能美市の特産品で、粘りの強さと
独特な風味が特徴の高級いも「加
賀丸いも」料理を、このツアーの為
に特別にご用
意致します。

3

食

イメージ

宿泊 15：45頃着予定

5 辰口温泉 たがわ龍泉閣
開湯1400年の由緒ある名湯。名
物の露天風呂「田んぼの湯」も
お楽しみいただけます。

夕食（イメージ）

外観（イメージ）

•お食事／ 食事処又は宴会場
　　　　   （夕食会席、朝食和定食）
•客　室／ 和室（バス・トイレ付） 

田んぼの湯（イメージ）

温泉

1泊2日
特別
価格

●能美市観光物産協会より助成を受けています。

4～5名1室利用 20,000円

滞在時間 約90分

デッサンをもとに自分だけのオリジナ
ル絵柄の絵付けに挑戦。有生先生
のアドバイスつきなので、初心者でも
安心です。お買い物も楽しめます。

九谷陶芸村
絵付け体験・お買い物
4 体験

•絵付けする陶器は小皿をご用意しておりま
す。完成品は後日郵送にてお届けします。 イメージ

滞在時間 約90分

いしかわ動物園「トキ里山館」
日本の里山を再現したトキ里山館でトキを
デッサンし、九谷焼絵付けのモチーフにします。
こんな動物もデッサンできます！
ホワイトタイガー・ユキヒョウ・レッサーパンダ・
ライオンなど

2

提供：いしかわ動物園（イメージ）

東
京
駅
18：28着

金
沢
駅
15：55発

かがやき510号松
任
駅

金
沢
駅

辰
口
温
泉
8:40発
又は
9:50発

（約10分）

JR普通列車
旅館の

バスにて送迎
（約25分）

かがやき501号

（普通車指定席）

※行程順が一部変更になる場合がございます。 ※道路状況等により、時刻が変更になる場合がございます。

世界に誇る伝統美「九谷焼」
九谷焼作家と巡る限定特別企画

絵付け体験と名湯辰口温泉・
金沢散策2日間

※幼児（２～５歳）同伴の場合は、別途施設使用料金（3,240円）が必要
となります。また、旅館で寝具や食事、ＪＲで座席を希望される場合は、
別途料金が必要となりますのでお申し込みの際、お尋ねください。

3名1室利用 23,000円
2名1室利用 25,000円

（ ）

兼六園、

金沢で思い思いの
時間をお楽しみ
ください。

写真提供：石川県観光連盟

ひがし茶屋街（イメージ）
兼六園（イメージ）

「九谷焼｣赤絵付け作家

8：46着6：16発

金
沢
駅

貸切バスにて
9：00発
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