
旅行代金（A）
旅行代金への支援額（B）
地域共通クーポン※
お支払い実額（A－B）

代金内訳 2名以上参加 こども
単位：円

28,000     18,000    
7,000     6,300    
3,000     3,000    
21,000     11,700

■旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額(おひとり様)

旅行代金（A）
旅行代金への支援額（B）
地域共通クーポン※
お支払い実額（A－B）

代金内訳 2名以上参加 1名参加 こども
単位：円

16,000     18,000     10,000    
5,600     6,300     3,500    
2,000     3,000     2,000    
10,400     11,700     6,500

■旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額(おひとり様)

旅行代金（A）
旅行代金への支援額（B）
地域共通クーポン※
お支払い実額（A－B）

代金内訳 2名以上参加 1名参加 こども
単位：円

12,000     14,000     8,000    
4,200     4,900     2,800    
2,000     2,000     1,000    
7,800     9,100     5,200

■旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額(おひとり様)

旅行代金の最大半額分相当を支援!!旅行代金の最大半額分相当を支援!!旅行代金の最大半額分相当を支援!!旅行代金の最大半額分相当を支援!!

Ｇo Ｔoトラベルキャンペーンで旅行に行くとどれくらいお得なの？

旅行代金の

お支払い実額は91,000円

旅行代金の最大半額分相当支援

クーポン提携先の店舗にて
お食事やお土産にご利用できます。
クーポン提携先の店舗にて

お食事やお土産にご利用できます。
クーポン提携先の店舗にて

お食事やお土産にご利用できます。
クーポン提携先の店舗にて

お食事やお土産にご利用できます。

49,000円 21,000円

補助金充当金額 地域共通クーポン

50,000円×2名（大人）＋40,000円（こども）=140,000円

が付いてくる!
最大35%分相当に 支援金を充当
15%分相当の 地域共通クーポン

2泊3日でおひとり様あたりの旅行代金が大人50,000円、こども40,000円のパッケージツアーで
家族3人（大人2人・こども1人）で北陸へ旅行した場合利用例

開始時期未定（7月末日現在）

パッケージツアー代金に
支援金を充当

パッケージツアー代金に
支援金を充当

パッケージツアー代金に
支援金を充当

パッケージツアー代金に
支援金を充当

①
②

■出発日／8月20（木）～9月30日（水）の毎日
■食　事／なし

■出発日／8月20（木）～9月30日（水）の毎日
■食　事／なし

■出発日／8月20（木）～9月30日（水）の毎日
■食　事／なし

東京
※駅到着後フリータイムとなります。

北陸新幹線（かがやき/はくたか利用）

行程表

往路の逆順となります

上野 大宮 金沢往路

日程

復路
ワンデー金沢　コースのご案内

●旅行代金に含まれるもの/往復のＪＲ代金（東京・上野・大宮駅～金沢駅の往復/運賃・普通車指定席特急料金）、
金沢美味クーポン代、消費税等諸税

●旅行代金に含まれないもの/食事代、現地交通費、その他個人的費用
●最少催行人数/2名　●受付最少人数/大人1名以上を含む2名             
●添乗員/同行いたしません。現地での手続等はお客様ご自身で行っていただきます

金沢美味クーポン￥2,000分付
※以下の店舗にて弊社バウチャー券と原券を引換の上、ご利用ください。
①金沢駅観光案内所　年中無休　8:30～20:00
　〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町1-1JR金沢駅構内
②金沢中央観光案内所　年中無休／10:00～21:00
　〒920-0919 石川県金沢市南町4-1金沢ニューグランドビル1階
※引換券の有効期間はご旅行期間中のみとなります。※現金との引換および他券との併用はできません。
※ご利用にならなかった場合の返金はできません。
※各店舗、事前のご予約をお勧め致します。金沢美味クーポンのホームページをご確認の上、ご自身でご予約をお願い致します。

東京
※駅到着後フリータイムとなります。

北陸新幹線（はくたか/あさま利用）
行程表

往路の逆順となります

上野 大宮 長野往路

日程

復路

東京
※駅到着後フリータイムとなります。

北陸新幹線（はくたか/あさま利用）
行程表

往路の逆順となります

上野 大宮 軽井沢往路

日程

復路

（提供：金沢市）
日本三名園のひとつ。
四季折々の美しさを楽しめる庭園です。

兼六園兼六園
（提供：金沢市）

城下町金沢を満喫するなら
ここ！金沢を代表する茶屋街です。

ひがし茶屋街ひがし茶屋街

ワンデー軽井沢　コースのご案内
●旅行代金に含まれるもの/往復のＪＲ代金（東京・上野・大宮駅～軽井沢駅の往復/運賃・普通車指定席特急料
金）、NewDays利用券代、消費税等諸税 
●旅行代金に含まれないもの/食事代、現地交通費、その他個人的費用
●最少催行人数/1名　●受付最少人数/大人1名         
●添乗員/同行いたしません。現地での手続等はお客様ご自身で行っていただきます

ワンデー軽井沢～首都圏から
約60分の高原リゾート～軽井沢町

イメージ（AT） 様々な店舗が並ぶお洒落な通りです。
旧軽井沢銀座旧軽井沢銀座

イメージ（R）
神秘的な雰囲気を醸し出している
癒しスポット！

白糸の滝白糸の滝

ワンデー長野　コースのご案内
●旅行代金に含まれるもの/往復のＪＲ代金（東京・上野・大宮駅～長野駅の往復/運賃・普通車指定席特急料金）、
NewDays利用券代、消費税等諸税

●旅行代金に含まれないもの/食事代、現地交通費、その他個人的費用
●最少催行人数/1名　●受付最少人数/大人1名
●添乗員/同行いたしません。現地での手続等はお客様ご自身で行っていただきます

New Days利用券￥500分付
ＮｅｗＤａｙｓ長野（改札外）
ＮｅｗＤａｙｓミニ長野1号（改札内）、ＮｅｗＤａｙｓミニ長野2号（改札内）
ＮｅｗＤａｙｓミニ長野3号（ホーム上）

※Suica等交通系電子マネー及びクレジットカードとの併用はできません。
※クーポン券の未使用時の換金・払戻し、紛失時の再発行はいたしません。
※おつりは出ません。また、差額は現地にてお支払いください。
※カード類や切手、公共料金のお支払いには使用できません。

イメージ（R）
郷土の名産・民芸品が多数！
お土産探しに持って来いです。

善光寺仲見世通り善光寺仲見世通り
イメージ（R）

新しい街並みや
歴史ある街並みが楽しめます。

善光寺参道善光寺参道

New Da
ys利用券

￥500

G T－ 2 3 0 2－G 1 2 0 1 0コースコードワンデー金沢～美しき古都を散策～金沢市

長野市 ワンデー長野～長野でぶらり街歩き旅～

対象店舗

New Days利用券￥500分付
ＮｅｗＤａｙｓミニ軽井沢（改札外脇）

※Suica等交通系電子マネー及びクレジットカードとの併用はできません。
※クーポン券の未使用時の換金・払戻し、紛失時の再発行はいたしません。
※おつりは出ません。また、差額は現地にてお支払いください。
※カード類や切手、公共料金のお支払いには使用できません。

New Da
ys利用券

￥500対象店舗

G T－ 2 3 0 2－G 1 2 0 2 0コースコード

G T－ 2 3 0 2－G 1 2 0 3 0コースコード

新しい旅の
エチケット
感染リスクを避けて
安心で楽しい旅行

ありがとう！　守って安心　エチケット

エチケット　守るあなたは　旅達人

マスク着け、
私も安心、 周りも安心。

間あけ、
ゆったり並べば、 気持ちもゆったり。

旅行けば、
何はともあれ、手洗い・消毒。

楽しくも、
車内のおしゃべり 控えめに。

毎朝の健康チェックは、
おしゃれな旅の 身だしなみ。

ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります
あなたも、あなたの大切な人も、働く人も、観光地も 旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁

おしゃべりを
ほどほどにして、 味わうグルメ。

●この旅行商品はGoToトラベル事業の支援対象です。　
●掲載のホテルは新型コロナウイルス感染症対策取組宣言をしGo Toトラベルキャンペーンの参加
事業者と指定された宿泊施設となります。
●7月末日現在、東京都在住の方はお申込みいただけません。予めご了承ください。
　（政府の方針により地域等変更になる場合がございます）
※ご予約時およびご宿泊ホテルチェックイン時に本人確認を行います。本人確認書類（運転免許証・健康
保険証等）をご提示ください。また、ホテルチェックイン時に検温させていただきます。
●ひとり１泊最大２万円を上限とし、旅行代金の割引と旅行先で使える地域共通クーポン付与で旅行
代金の最大50%相当が支援されます。
●旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
●9月以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
　なお、地域共通クーポンをお渡しできる時期が７月末日現在未定です。

　9月以降の当社が定める日以降にご出発の旅行（別途、ホームページ等でご案内いたします）に付与さ
れます。それ以前の旅行には付与されません。
●支援金の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が、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」
をお支払いいただくこととなります。お客様は、当社による代理受領にご了承のうえお申込みください。
●お取消しの際は、旅行代金（支援前の金額）を基準とし所定の取消料を申し受けいたします。
●本キャンペーンは、今後の新型コロナウイルスの感染状況や感染症の専門家のご意見、政府の全体方
針を踏まえて予告なく変更することがあります。お客様におかれましては、今後の感染状況次第で事業
の運用方針に変更が生じるリスクを充分に理解した上で、ご旅行のお申し込みを行っていただきます
ようお願いいたします。
●支援金が上限に達した場合、本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
●当コースの支援金は新規でお申し込みのお客様のみの適用となります。既に別コースにてご予約のお
客様による変更での予約はできません。

ご 案内 ※お申し込み前に必ずお読みください。

※ただし、おひとり様1泊あたりの支援金額は20,000円が上限となります。なお、地域共通クーポンの配布開始は９月以降となりますが、開始
時期は7月末日現在決定しておりません。配布開始日前のご旅行の場合、地域共通クーポン券は付かず、旅行代金の割引（上限1泊あたり
14,000円)のみとなります。地域共通クーポンの金額は、旅行代金総額に対して算出されます。ただし、各コースの料金表に記載の地域共通
クーポンの金額は、ひとりあたりの旅行代金にて算出している為、実際の金額より下回る場合がございます。

※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にご出発の旅行に付与されます。それ以前の旅行には
　付与されません。地域共通クーポンの金額は、旅行代金総額に対して算出されますので記載の金額より下回る
　場合がございます。
※支援金の受領についてはP1をご覧ください。

❶ ❷


