GoToトラベル事業支援対象商品

2020年10月29日～30日

1泊2日

谷口徹先生と行く城郭めぐり
武士の夢 ―佐和山城から彦根城へ―
も ののふ

ホテルにお集まりいただいて、最初に『武士の夢‐佐和山城から彦根城へ‐』のお話を
１時間ほどいたします。そして、いよいよ佐和山城跡に向かいます。
清凉寺(せいりょうじ)・龍潭寺(りょうたんじ)など井伊家ゆかりのお寺を見ながら、
いよいよ佐和山城登城。山城であることを実感していただきながら本丸のある山頂へ。
翌日は世界遺産暫定リスト登載の彦根城へ。まずは井伊家の御殿を復元した彦根城
博物館で、井伊家伝来の大名道具をご堪能いただいて、登城します。
多様な石垣の秘密、なぜ天守が国宝なのか・・・。そして最後に大名庭園の玄宮園へ。
忘れられない旅になることをお約束します。
2020年6月 谷口 徹
同行講師：谷口徹先生
月日

1

2

2020年
10月29日
（木）

2020年
10月30日
（金）

スケジュール
■12：00 ホテルサンルート彦根 ロビー集合。各人様にて事前にご昼食をおすませください。
■12：15 谷口先生講演「武士の夢-佐和山城から彦根城へ-」
■講演後、徒歩にて出発。
■龍潭寺・清凉寺 井伊家の菩提寺。
■佐和山龍潭寺口→かもう坂通り往還→切通し→西の丸→本丸→千貫井
■17：00 送迎バスにて「千成亭 心華房」へ。近江牛のお夕食をお楽しみください。
■19：00頃 送迎バスにてホテルへ。
■08：45
■09：00

朝食後、徒歩にてホテル出発。
彦根城跡 表門→馬屋（元禄時代。常に十数頭の藩主用の馬がつながれていた）→彦根城博物館→
天秤櫓（廊下橋を中央として左右対称に建てられている。日本では彦根城のみ）→
太鼓門櫓（本丸への最後の関門）→天守→黒門→玄宮園・楽々園（城の北東にある大名庭園）
■13：00頃 解散 おつかれさまでした！

ツアー中の新型コロナウイルス対策について：いずれの施設も消毒、換気等のガイドラインに沿った対策を行っております。訪問施
設の感染予防対策にご協力をお願いします。また、佐和山城-レストラン-ホテル間のみ送迎バスを利用し、他はすべて徒歩となりま
す。歩きやすい服装でおこしください。ご参加の際は必ずマスクもしくはそれに準じるものを各人様にてご持参ください。

旅行企画・実施 株式会社

日放ツーリスト

TEL：０３-３４８１-７６６６

観光庁長官登録旅行業第６６５号

FAX：０３－３４８１－７６６４ 担当：前野

日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 對比地 謙太 〒150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４第三共同ビル

旅行概要 ※この旅行は、Go Toトラベルキャンペーン事業の支援対象商品です
◆旅行期間：2020年10月29日（木）～10月30日（金）2日間
◆旅行代金：おひとりさま43.500円（会員・一般同額/1名1室料金/2名1室でご利用希望の方は、旅行代金より200円お値引きします）
旅行代金への支援額：おひとりさま14.000円 お支払い実額：29.500円
◆最少催行人数：13名様
◆発着地：集合/ホテルサンルート彦根 解散/彦根城付近
◆食事条件：朝1回・昼0回・夜1回
◆募集締切：2020年9月30日(水）
◆利用ホテル：ホテルサンルート彦根
◆添乗員：1名 終日同行
◆旅行代金に含まれるもの：宿泊代、食事代（お飲み物代は含まれません）、講師料、拝観料、添乗員費用
◆企画監修：NHK文化センター
※集合解散場所までの交通費は、各人様でのお支払いになります。
※支援金受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、
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」をお支払いいただきます。尚、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。
※地域共通クーポンは9月1日以降の当社が定める日以降のご出発の旅行（別途、当社ホームページ等でご案内いたします）が対象となります。
※当面の間、東京都に居住する方は対象外となります。旅行の申込時、宿泊施設へのチェックイン時等に、住所が証明できる書類（運転免許証
等）の提示を求め確認させていただく場合がございます。
＜国内旅行総合保険につきまして＞
当ツアーには、旅行期間中、安心してご参加頂けるよう、万が一の備えとして国内旅行総合保険を付保しております。
付保される保険の内容は下記の通りとなりますので予めご確認をお願いいたします。
引受保険会社：AIG損害保険株式会社
死亡・後遺障害保険金額：525万円 入院保険金日額：7,500円 通院保険金日額：5,000円 賠償責任保険金額：3,000万円
(注)旅行期間中とは、所定の集合地から所定の解散地までになります。 それ以外の期間は対象外となります。
谷口徹先生プロフィール
1953 滋賀県米原市に生まれる 1984 滋賀県文化財保護協会技師をへて彦根市立彦根城博物館学芸員
2004 彦根市文化財課学芸員 2008 彦根市文化財課長 2010 彦根市文化財部長
2013 彦根市退職 彦根市彦根城世界遺産登録推進室専門員
2016 米原市柏原宿歴史館館長 彦根市商工会議所ヒストリアコーディネーター
滋賀県レイカディア大学講師 竜谷大学ＲＥＣコミュニティカレッジ講師

新型コロナウイルスに関して（2020年8月7日現在）
下記事項に該当する方のご参加は、ご遠慮頂く場合がございます。
・新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触が判明した方 ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合がある方
・ツアー出発日から過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航ならびに
当該在住者との濃厚接触がある方
※ツアー中、体調を崩された方はすみやかに添乗員までお申し出ください。
※公的機関（保健所等）から新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とする要請がある場合、お客様の個人情報を提供する場合があります 。

佐和山城跡入口

千成亭 心華房

玄宮園（紅葉はイメージです）

キャッスルロード街並
み

旅のこだわり
・天守が国宝とされる５つの城のうちのひとつ、彦根城。明治初期に行われた廃城令を免れ、天守の他、櫓や門など多数の建物が国
宝・重要文化財の認定を受けています。そもそもの築城の由来、歴史上の誰が居城し、どのような歴史背景を持ち、そしてどのよう
な構造をしているのか、谷口先生の特別解説で学ぶツアーです。
・「千成亭 心華房」（写真右上）での夕食は、対面座席のないカウンターにてお召し上がりいただきます。江戸時代以前は禁止され
ていた肉食ですが、彦根藩は特別に牛の食肉用加工が認められていました。歴史ある最高品質の近江牛をお楽しみください。
・2日目はお昼前に解散となります。彦根城の周囲にある夢京橋キャッスルロードにはお食事処や土産店が並んでおります。また城
下町エリアには伝統的な街並みが広がっているため、登録有形文化財に指定されている建築物の風景を散策できます。時間にとらわ
れず、ゆっくり観光をお楽しみいただけます。

ご旅行参加申込書
谷口徹先生と行く城郭めぐり 武士の夢ー佐和山城から彦根城へー

２０２０年１０月２９日（木）出発

申込日

ご住所が異なる場合はお一人ずつ別の用紙にご記入下さい。
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お部屋を２名様でご利用になりたい方は、下記ご記入ください（旅行代金より２００円引きとなります）
ご同室者名：
＊記入例：青山教室

NHK文化センター所属教室：

この企画を何でお知りになりましたか。下記該当するものに印をお付け下さい。
□講師からの紹介 □教室での案内 □友人の紹介 □旅座をみて(チラシ・Web) □ホームページ □その他
個人情報の利用目的を含めたお客様のお申込書の取り扱いにつきましては、下記「個人情報の取り扱いについてを必ずご確認いただ
き、下記チェックボックスのどちらかをチェックの上、弊社担当者宛に返信いただきますよう、お願い申し上げます。

□同意の上、上記個人情報を提供する

□同意しない

＜ お申し込み手順一覧表 必ずご一読お願いいたします＞
①お申込書を弊社宛郵送または
ＦＡＸでお送りください
ＦＡＸ：（０３）３４８１-７６６４

②旅行代金全額を日放ツーリストへ
お振込み下さい
振込口座 みずほ銀行 東京営業部
普通預金 2717288
「㈱日放ツーリスト」

③参加申し込み手続き完了
※申込書及び旅行代金の双方を受領し
た後に正式な参加申込となります。ご注
意下さい。

お申し込みの方へのご案内（お申し込み前にこの頁と旅行条件書＜全文＞を事前にご確認のうえお申し込みください）
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社日放ツーリスト（東京都渋谷区神山町４－１４第三共同ビル、観光
庁長官登録旅行業第６６５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（前文）出発前にお渡しする最終旅
行日程表及び、当社募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1)当社所定のお申込書に所定の事項を記入し、お申込金または旅行代金を添えてお申
込みいただきます。お申込金は旅行代金残金ご請求の際差し引かせていただきます。
(2)電話、郵便、ＦＡＸによる申込みの場合、電話による予約申込みの翌日から起算して３
日以内に申込書と申込金を提出しない場合は当社は申込みがなかったものとして取り扱
います。
(3)旅行締結は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立します。
(4)申込金
旅行代金
お申込金
旅行代金
お申込金
3万円未満
6,000円
15万円未満
30,000円
6万円未満
12,000円
10万円未満
20,000円
●取消料
旅行開始日の前日より起算して21日目にあたる日以前の解除
（日帰りに当たっては11日目）
無料
20日目にあたる日から8日目までの解除
（日帰りに当たっては10日目）
旅行代金の２０％
7日目から2日目までの解除
旅行代金の３０％
前日の解除
旅行代金の４０％
出発日当日の解除
旅行代金の５０％
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

●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・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食
事代、見学料及び消費税諸税※上記費用はお客様の都合で一部ご利用になられなくても
払戻する事は出来ません。
●特別保障
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無に関らず、募集
型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中、に急激
勝つ偶然な外来の事故により、その身体、生命また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・ﾉおいて、保証金または見舞金を支払います。
・死亡保証金：1,500万円 ・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。）
●国内旅行保険の加入について
ご旅行中、病気や怪我により多額の治療費がかかる場合があります。また、事故の場合
加害者への損害請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらを担保するためお客
様個人で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
●事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合には直ちに添乗員、現地係員等旅行サービス提供機関、
弊社へ通知ください。
●個人情報の取り扱いについて
当社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
の間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行にお
いて運送・宿泊機関等の提供する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で・・pさせていただきます。このほか当社では①商品やキャンペー
ンのご案内②旅行参加後のアンケート③統計資料の作成にお客様の個人情報を利用さ
せていただくことがあります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2020年８月７日を基準としています。また、旅行代金は2020年８月７日現
在有効な運賃・規則を基準に算出しています。

ご旅行「参加申込書」の個人情報の取り扱いについて
株式会社日放ツーリスト（以下「当社」といいます）は、お客様の個人情報の保護に努めております。この個人情報の取り扱
いは、お客様のご依頼される旅行（渡航）に必要な手続きを行うためにご提出いただきました「ご旅行参加申込書」（以下
「申込書」といいます）に、ご記入された個人情報の利用目的、管理、運用について規定するものです。なお、「申込書」に
ご記入・入力され、ご提出されることで以下に明記される内容に同意されたものとさせていただきます。
1．個人情報の利用目的
当社は、ご旅行の際に提供いただいた申込書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、お申し込みいただいた旅行に係わる運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスを受けるため
の手続き、並びにクレジットカードを使用した精算手続き（アクワイアラー：加盟店契約会社に提供）に必要な範囲内で利用
させていただきます。・その他として、当社は以下の場合についてもお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(1)当社及び当社と提携する企業の商品やキャンペーン等に関するご案内 (2)各種問い合わせ及び資料請求等に関する諸対応
(3)アンケートのお願いやキャンペーン等の当選・採用の通知、または商品の提供等に関わる諸対応 (4)統計資料の作成
(5)当社は保険代理店業を営んでおり、当該業務遂行に必要な範囲でお客様の個人情報を利用させていただきます。
2．個人情報の第三者への提供
当社は、お客様より取得させていただいた個人情報を適切に管理し、あらかじめ、お客様の同意を得ることなく、第三者に提
供いたしません。ただし、以下に示す事項に該当する場合は除きます。
1）法令に基づく場合 2）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
あるとき
3）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要
がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 4）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者
が法令の定める事業を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるとき当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人デー
タを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データ
を、予め電子的方法等で送信することによって提供いたします。なお、当社は、お申し込み頂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に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任を履行するための範囲内で、運送・宿泊機関、保
険会社及び手配代行業者に対し、お客様の氏名、性別、住所、電話番号、旅券番号等必要と判断する情報を電子的方法で提供
する場合があります。これらの個人情報の提供が不都合な場合や事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、提
供を停止いたしますので、当社の「個人情報お問い合わせ窓口」までお申し出ください。
3．個人情報の取得・利用
当社は、お客様の個人情報を取得・利用する場合は、以下の取り扱いをさせていただきます。
（1）取得目的・利用範囲をお申込書、パンフレット等に明示し、同意を得ます。 （2）お客様の同意がない限り、取得目的
以外の利用はいたしません。（弊社では出発案内に氏名、部屋割を掲載する場合があります） （3）委託、第三者提供する
場合は、あらかじめその旨を明示し、同意を得ます。 （4）お客様が未成年者の場合は親権者の同意を得ます。
4．個人情報の委託
当社は、上記1．に記載された利用目的の達成のために当社の保有する個人情報の一部又は全部を委託する場合があります。
その場合は、委託する個人情報の安全が図られるよう、十分な個人情報の保護水準を満たす者を選定し、かつ、適切な管理・
監督を行います。
5．個人情報に関するお問い合わせ、開示、訂正、削除について
当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除（消去）、利用の停止または第三者への提供の停止を
ご希望される方は、必要な手続きについてご案内させていただきますので、下記の「個人情報お問い合わせ窓口」までお申し
出ください。
【個人情報お問い合わせ窓口】
株式会社 日放ツーリスト 〒150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４ 第三共同ビル TEL：03-3481-7666
E‐mail：honsha@nippo-tourist.co.jp
受付時間：月～金 9：30～18：00（ただし、12：00～13：00は除く） 土・日・祝祭日及び年末年始は休業
※：開示、削除のお申し出は上記の窓口への郵送に限らせていただきます。○個人データの内容の訂正、利用の停止、第三者
への提供の停止ご旅行をお申し込みただいた店舗、又は当社営業担当者までお申し出ください。
6．個人情報が漏えいした場合
当社の個人情報が万一漏えい等の問題が生じた場合には、直ちにお客様にご連絡します。必要に応じ当社のシステムを一時停
止する措置をとり、速やかにホームページ等で事実関係等を公表させていただきます。
7．クッキーの使用について
当社のウェブサイトの機能向上又はサービス向上及びセキュリティーを確保するために、「クッキー」を使用することがあり
ます。
※クッキー：ウェブサイトがお客様のＰＣのウェブサイトに情報を保存し、あとで取り出すことができる機能です。当サイト
にアクセスするお客様に 適切な情報提供を行うためや、不正アクセスを防止し、お客様のセキュリティーを確保することを
目的としております。 お客様のご連絡先が判明するような情報は含まれておりません。
8．クレジットカード情報を含む個人情報の取り扱い
（1）利用目的： お申し込み頂いた旅行に係わる運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスを受
けるために必要な範囲で利用させていただきます。
（2）取得者名： 株式会社 日放ツーリスト （3）提供先：
航空会社等の運送機関、ホテル等の宿泊機関及びアクワイア
ラー（加盟店契約会社） （4）保存期間：提供先との精算終了後、原則３ヵ月 ただし、提供先が航空会社の場合は、航空券
の有効期限満了後1年１ヵ月 （払い戻し申請可能期間）
株式会社日放ツーリスト

個人情報保護管理者： 梅村 憲

