平成２４年４月２１日（土）～２２日（日） ＜１泊２日＞

≪日程表≫
月日

行 程

食事

★ 東京駅（鍛冶橋駐車場） 集合 09：00
※ご参加人数によっては池袋駅集合になる可能性があります
貸切バス

鍛冶橋駐車場 =====
４月 ２１日
（土 ）

09：00 発

（高速道路/昼食：お弁当） ==== 津川 I.C.
約 4.5 時間

14：30
朝×
昼○
夕○

徒歩
つの がみ

ほ う しゅん え ん

===== 「角神雪椿園」 ===== 麒麟山温泉 「古澤屋」 ・・・・・・ 「訪 春 園」
14：45 着

15：40 発

・・・・・・ 「古澤屋」

16：00 着

16：00 ～ 17：00

地元椿愛好家と交流会
18：00～20:00 頃

〔麒麟山温泉 古澤屋 泊〕

貸切バス

徒歩

ホテル ======== 加茂山公園
09：00 発

４月 ２２日
（日 ）

【第 46 回 雪椿まつり （大園遊会）】

・・・・・・

10：20 着

き

ふ

ね

昼食 （日本料理 「貴布禰」）松花堂弁当 ======== 新潟県立植物園
12：00 ～ 12：45

13：15 着

======

14：00 発

朝○
昼○
夕×

新津 I.C. ===== （高速道路） ===== 池袋駅
約 5 時間

19：00 頃着

※ 道路事情およびその他の現地事情によりスケジュールが変更になる場合がございます。
※ 1 日目の昼食（お弁当）は、道路事情によっては、車中で召し上がって頂く可能性があります。ご了承ください。

ご旅行条件
出発地：鍛冶橋駐車場（東京駅）
◆ ご宿泊ホテル：麒麟山温泉 古澤屋
（男女別相部屋：3～5 名一室利用）
◆

※
※
◆

同室者のご希望は承れません。予めご了承下さい。
定員以下のご利用には、追加代金を申し受けます。

最少催行人員： 40 名

募集人員： 先着 45 名様
◆ お食事条件：朝食１回、昼２回、夕１回
◆ 添乗員・ツアーガイド：同行しません
◆

◆

お申込み締切：２０１２年３月３０日（金）
※定員になり次第、締切らせていただきます。

◆ご旅行代金（会員）￥３０，０００ 《同行の配偶者、一親等以内の親族を含む》 （非会員）￥３３，０００
※参加人数が 40 名に満たない場合は、旅行代金を割増して催行させて頂く場合がございます。

角神雪椿園（新潟県東蒲原郡阿賀町）
阿賀野川沿いの雪椿の群生自生地。雪に埋もれて越冬する姿を見ることができる。

麒麟山温泉 雪つばきの宿「古澤屋」（新潟県東蒲原郡阿賀町）
雪椿の宿として有名。道路を隔ててすぐの訪春園には１００種類もの雪椿がある。
天然温泉の露天風呂や大浴場からは雪解けの阿賀野川が望める。

加茂山公園（新潟県加茂市）
約 100 種類 1300 本もの雪椿が自生する群生地。園内に名曲「雪椿」の歌碑がある。
今年４6 回目を迎える由緒ある「雪椿まつり」が開催される。４月 22 日は大園遊会が行われる。

新潟県立植物園（新潟県新潟市）
ツバキ園には園芸品種１００本余りと、日本ツバキ協会会長を務めた萩屋薫・
元新潟大教授が寄贈した交雑ツバキ約５００株がある。平成１０年１２月開園。

旅行申込
本旅行は、旅行企画・実施会社である株式会社ＰＴＳとの旅行契約となります。

①下段の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ 又は郵送にて PTS へお申込みください。
(個人情報が含まれておりますのでＦＡＸ番号をお確かめの上、お送りください。
）
又、車椅子をご利用になる方や身体に障害や心配ごとをお持ちのお客様は、予め当社にお知らせ下さい。

②お申込後、３日以内にお申込金（おひとりさま ￥１０,０００）をご入金ください。
【お振込先】 みずほ銀行 池袋支店 （普通）１618253 口座名義： ㈱PTS（ピーティーエス）
③催行決定後（ご出発２１日前迄に決定）
、最終のご案内と残金をご連絡いたします。

旅行約款（要旨）
●募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱PTS（以下「当社」）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」）を締結することになります。また、旅行条件は、下記
による他、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
当社または当社の受託営業所（以下「当社」）にて、所定の申込書に所
定事項を記入し、上記の申込金を添えてお申込みください。申込金
は、旅行代金お支払いの際、差し引かせていただきます。電話・郵便・
ＦＡＸその他の通信手段でお申込みの場合、当社らが予約の受諾の
旨を通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支
払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾
し、申込金を受領した時に成立いたします。
●お申し込み金
￥１０，０００円
●旅行代金に含まれるもの
①
日程表に表記された食事、施設園入園料
②
ご宿泊費用（定員利用）
③
貸切バス料金（ドライバー含む）
④
有料道路代 （日程表に記載された行程）
⑤
団体保険料
●旅行代金に含まれないもの
①
個人的性質の諸費用 （お土産代、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、電報電話
代、飲物代等及びそれに伴う税・ｻｰﾋﾞｽ料）
②
任意の国内旅行傷害保険料
③
集合場所までの国内交通費、国内宿泊費用

●旅行契約の解除（お客様の解除権）・払い戻し
お客様は、次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約
を解除することができます。既に受領している旅行代金、あるいは申込金が
ある場合には、所定の手数料を差し引いて、払い戻しいたします。
最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この
場合は、当社でお預かりしている旅行代金は全額返金し、旅行契約を解除いた
します。
旅行開始日の前日より起算して、さかのぼって
取消料（お１人様当り）
２０日前から８日前まで
旅行代金の２０％
７日前から前々日まで
旅行代金の３０％
旅行開始日の前日
旅行代金の４０％
旅行当日（下記以外）
旅行代金の５０％
当日無連絡不参加 及び旅行開始後
旅行代金 全額
●個人情報の取扱に関して
㈱PTS は、別紙登録時に記載いただいた個人情報を当ツアーの手配・手続
に際してのみ利用いたします。個人情報の管理には、常に適切な措置を講
じ 、万 全を尽 くし ており ます 。詳細 はホ ーム ペー ジをご参 照くだ さい 。
http://www.pts.co.jp/
●特別補償
当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生
命・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
る額の補償金および見舞金を支払います。
●旅行条件・旅行代金の基準 この旅行条件は 2011 年 2 月 8 日現在の
有効な運賃・規則を基準として算出しています。
●その他 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配
を代行させるものの故意または過失により、お客様に損害を与えた時は、そ
の損害を賠償する責任を任じます。ここに定めなき事項は、旅行条件書及
び当社の旅行業約款によります

◆企画：日本ツバキ協会 ＜お問合せ先＞TEL ０３－５８０５－５２２２ FAX 03-5805-5226
◆旅行企画・実施：株式会社 PTS （日本ツバキ協会法人会員/観光庁長官登録旅行業第 39 号） 担当：國重・津田
〒171-0033 東京都豊島区高田 3-13-2 高田馬場 TS ビル 1F TEL 03-5950-5921 FAX 03-5950-619１
（総合旅行業務取扱管理者：倉谷嘉広）＜営業時間＞ 月曜～金曜 10：00～18：00 （土・日・祝 定休）
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FAX:０３－５９５０－６１９１
㈱PTS 國重・津田 行
日本ツバキ協会特別企画 雪椿を訪ねる旅 お申込書
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