GoTo トラベル事業支援対象

1 ラウンドプレー付宿泊プラン
大正 6 年にオープンした日本でも屈指の歴史を誇るパブリックコースです。
箱根、仙石原の大自然の地形を生かした設計は、アップダウンが少なく、適度なアンジュレーションが戦略的なコースとなっています。
ご宿泊先は富士屋ホテル＆リゾーツのクラス・タイプ別ホテルからお選びいただけます。

キャンペーン最大のおひとり様あたり￥14,000 が支援されます！
更に地域共通クーポン券（おひとり様あたり￥6,000 分）が配布されます。

富士屋ホテル

約 2 年間の耐震補強および改修工事を経て、2020 年 7 月 15 日グランドオープン！
創業明治 11 年。歴史に彩られたクラシックリゾートホテルです。
歴史あるホテルでの滞在と、日本で 2 番目に古いパブリックコースでのプレーという、
歴史を感じるラウンドをお楽しみください。
ホテルからの距離 8.5km（車で約 15 分）
大人お一人様 ＊( )は宿泊日が土曜･休前日料金

ご宿泊日が平日･休日の料金

通常料金（花御殿ご宿泊）

キャンペーン適用で！

平日プレー

74,000 円

60,000 円

土曜プレー

84,000 円（89,000 円）

70,000 円（75,000 円）

日曜日･祝日プレー

80,000 円（87,000 円）

66,000 円（73,000 円）

湯本富士屋ホテル
箱根の玄関口、箱根湯本駅から徒歩 3 分に位置するホテル。
日本料理、中国料理、フランス料理などの多彩なレストランのほか、温泉施設も充実しています。
ホテルからの距離 15.0km（車で約 30 分）
大人お一人様 ＊( )は宿泊日が土曜･休前日料金
ご宿泊日が平日･休日の料金

ﾂｲﾝﾙｰﾑ・和洋室（4 名利用）

キャンペーン適用で！

平日プレー

41,000 円

27,000 円

土曜プレー

50,000 円（55,000 円）

36,000 円（41,000 円）

日曜日･祝日プレー

47,000 円（53,000 円）

33,000 円（39,000 円）

箱根ホテル
美術館のようなシックな外観と芦ノ湖を真正面に望む芦ノ湖畔のリゾートホテル。
ホテルからの距離 19.0km（車で約 35 分）
大人お一人様 ＊( )は宿泊日が土曜･休前日料金
ご宿泊日が平日･休日の料金

スーペリアツインご宿泊

キャンペーン適用で！

平日プレー

44,000 円

30,000 円

土曜プレー

53,000 円（59,000 円）

39,000 円（45,000 円）

日曜日･祝日プレー

50,000 円（57,000 円）

36,000 円（43,000 円）

お問い合わせは【企画・実施】
観光庁長官登録旅行業第 1948 号

国際興業株式会社（国際興業トラベル）
〒104-8460 東京都中央区八重洲 2－10－3
総合旅行業務取扱管理者 ： 飯田 次郎 担当者

TEL：03-3273-2851 FAX：03-3273-2872
： 二見／上田 営業時間 ０９：３０-１８:００ 定休日

土日祝

ご案内・お申込み(ご予約)にあたっての注意事項
❖期
あ

2020 年 10 月 1 日～2021 年 1 月 31 日（GoTo トラベルキャンペーン適用期間内）

間

※除外日：2020 年 12 月 28 日～2021 年 1 月 3 日

❖宿泊パックに含まれるもの
ご希望ホテル 1 泊２食付

+ 仙石ゴルフコース 1 ラウンドプレー（キャディ付き）※ティーオフの時間によりゴルフ場でのご朝食になる場合がございます。

＊【富士屋ホテル】客室タイプ
フォレスト・ウイング「ツインフォレストサイド（41m2）」または「ハリウッドツインフォレストサイド（41m2）」 1 室 2 名利用
ご朝食： メインダイニングルーム・ザ・フジヤ（洋朝食）または別館

旧御用邸 菊華荘（和朝食）からお選びいただけます。

＊【湯本富士屋ホテル】客室タイプ
フォレスト・ウイング「ツインフォレストサイド（41m2）」または「ハリウッドツインフォレストサイド（41m2）」 1 室 2 名利用
ご朝食： 日本料理「姫沙羅」（和朝食）またはラウンジ「ウィステリア」（モーニングメニュー）からお選びいただけます。
＊【箱根ホテル】客室タイプ
フォレスト・ウイング「ツインフォレストサイド（41m2）」または「ハリウッドツインフォレストサイド（41m2）」 1 室 2 名利用
ご朝食： フランス料理 「イル・ミラジィオ」（アメリカンブレックファースト）
❖ゴルフプレーについて
ゴルフは宿泊当日または翌日プレーのどちらでも対応可能です。
2 バッグ/３バッグでのプレーの場合、追加料金がかかります。
【キャディ付】2 バッグの場合、お 1 人様あたり 3,300 円（税込）/ 3 バッグの場合、お 1 人様あたり 550 円（税込）
【セルフ】2 バッグの場合、お 1 人様平日￥2,200(税込) / 土・日祝￥2,750(税込)、3 バッグの場合お 1 人様￥550(税込)
プレーの割増金額は、仙石ゴルフコースにてご精算となります。
❖本商品は GoTo トラベ支援事業対象商品です。
国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社及び GoTo トラベル事務局が給付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
給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払い頂く事になります。尚、お取消の際は旅行代金を基準として所定の取消料を申し受け致します。
当社及び GoTo トラベル事務局による代理受領についてご了承の上お申込み下さい。

■注意事項
お申込方法

お申込フォームに必要事項をご入力の上、FAX 又はメール(添付)にてお申込み下さい。

FAX 番号 東京(03)-3273-2872 メールアドレス kkts@kokusaikogyo.co.jp
※ホテル及びゴルフ場への空きを確認して改めてご連絡させて頂きます。 【お申込み時はご予約の確定ではありません。】
ご予約内容のご連絡
ご旅行代金のお支払い

ご予約内容をメール又は FAX にてご案内いたします。【GoTo トラベル割引適用の料金にてご案内させて頂きます。】
お申込確定後にお申込代表者様宛に請求書をメール又は郵送させて頂きます。
お支払方法は銀行振込のみになります。所定の入金期日までにお振込みをお願い致します。
※原則として、弊社より入金確認のご連絡はございませんので、あらかじめご了承ください。
※お申込をキャンセルされる場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。（取消料に関しましては下記をご参照下さい。）
※ご入金の確認ができない場合、お申込みを無効とさせていただく場合もございます。

地域共通クーポン券について

規定に準じた金額のクーポンをご用意させていただきます。

お申し込みに関してのお問合せは『国際興業トラベル』までお気軽にお問合せください。
募集型企画旅行条件 （要約）

お申込みになる前によくお読み下さい。この旅行は国際興業（株）が企画・実施する旅行です。

1.募集型企画旅行契約
この旅行は、国際興業株式会社（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を結ぶことになりま
す。契約の内容・条件は、このパンフレットのほか当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。
2.旅行のお申込み及び契約の成立
（１）申込書に所定の事項を記入し、申込金１万円を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料又は違約金の一部として取扱います。
（２）お申込みは、ファクシミリにて承ります。予約の時点では、旅行契約は成立しておりません。この場合、予約日の翌日から起算して３日以内に申込金の提出
がないと、当社は、予約がなかったものとします。ただし、クレジットカードで債権・債務を決済する旅行契約（以下｢通信約款｣）の申込みでは、申込む主催
旅行名、出発日、会員番号等（以下｢会員番号等｣）の通知を申込金の提出とみなします。
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。ただし、通信契約は、当社が承諾通知を留守電以外の電話又は
郵便で行う場合は、当社がその通知を発した時に成立するものとし、当社がパソコン等の電子機器を使用する電子承諾通知を発する場合は、その通知が
お客様に到達した時に成立するものとします。
3.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
契約書面は、募集広告、パンフレット、ホームページ等及び旅行条件書で構成されます。
最終旅行日程表（確定書面）は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。
4.旅行代金のお支払い
旅行代金（残額）は、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前にお支払いいただきます。ただし、通信契約での旅行代金支払い
のためのカード利用日は旅行契約成立日とします。
5.旅行代金に含まれるもの
旅行日程表に明示した次の経費：運送機関の運賃・料金・宿泊費・食事代・旅行取扱料金・消費税諸税（自由行動中のもの及び｢各自｣ ｢お客様負担｣と表示
したものを除きます。）
6.旅行代金に含まれないもの
（1）コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電信電話代、追加飲食代等お客様の個人的性質の諸費用及びこれに伴う税、サービ
ス料。
（２）希望者のみが参加するオプショナルツアーの料金
7.旅行契約の解除・払戻し
（１）お客様は、下記の取消料を支払うことによりいつでも旅行契約を解除できます。ただし、解約の申し出は当社の営業日・営業時間内にお受けします。（オプ
ショナルツアーを取消・変更される場合も上記取消料を申し受け致します。）
（２）お客様の契約成立後、コース・出発日を変更される場合、お客様の各種ローンの取り扱い手続き上の理由により、旅行解除の場合も下記の取消料の対象
となります。
（３）旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行を解除したものとし、右記の取消料をいただきます。
（４）最少催行人員に満たない場合は当社から旅行の契約を解除いたします。この際はお支払いになられた金額の全額をお返しします。
8.当社の責任および免責事項
（１）当社はご旅行中、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、2 年以内に通知があればお客様の損害を補償いたします。ただし、手荷物の
損害は損害発生日から起算して 14 日以内に通知があったときに限り一人 15 万円を限度として補償いたします。
（２）当社は天変地変、戦乱。暴動、運送、宿泊期間の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の旅行計画によらないサービスの提供等、当社が関与
しない事由によるお客様の損害には責任を負いません。
9 お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗違反行為、当社約款の約定不厳守、当社が損害を被った場合は、お客様から損害賠償を申し受けます
10. 特別補償
損害が無免許運転・酒酔い運転・疾病の他、スカイダイビング等危険な運動中の事故によるものであるときは、上記の補償金および賠償金は支払いません。ま
た、偶然の事故により身の廻り品に損害を被ったときは警察署の事故証明証等当社の請求する書類の提出があれば、規定の損害賠償金を支払います。ただし、
クレジットカード、貴重品。撮影済みのフィルムは補償しません。
11. 旅程補償
当社は、旅行日程で次の事項に重要な変更が生じた時は、約款の規定により、変更の内容に応じて旅行代金の１〰5％に相当する額の変更補償金を支払い
ます。ただし、一旅行契約につき 15％を限度とし、変更補償金の額が 1000 円未満の場合は支払いません。また、お客様の同意を得て同等価格以上の物品ま
たはサービスの提供に変えさせていただく場合がございます。
➀旅行開始日または終了日➁観光地、観光施設、レストランそのほかの旅行目的地③運送期間の種類、運送会社④運送機関の等級または施設が等級の低
いものへ変更になった場合⑤宿泊機関の名称➅宿泊機関の客室の種類、設備、景観
１２．旅行条件、旅行代金の基準
この旅行条件書は 2014 年 12 月日を基準日とし、2014 年 12 月 22 日現在有効な運賃、規則を基準としております。
13.その他
（１）当社はいかなる場合において旅行の再実施はいたしません。
（２）パンフレットに使用した風景写真は、イメージとして使用したものでありますので、お客様が旅行される際に必ずしもご覧になれるとは限りません。また、実際
にご覧いただくアングルと異なることもございます。また、掲載の料理写真、客室写真は一例であり実際には異なる場合があります。
（３）なお、契約条件については、お客様の依頼があれば、総合旅行業務取扱管理者による説明を行います。
（４）当ツアーには添乗員が同行いたしまして、皆様のお世話をさせていただきます。

取消日（契約解除日）
旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼ
って

取消料（お一人様）
31 日目に当た
る日以前
30 日目に当た
る日以降
７日目に当た
る日以降

無料
旅行代金の２０％
旅行代金の３０％

旅行開始の前日

旅行代金の４０％

旅行開始の当日

旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

旅行開始後または無連絡不参加

お問い合わせは【企画・実施】
観光庁長官登録旅行業第 1948 号

国際興業株式会社（国際興業トラベル）
〒104-8460

東京都中央区八重洲 2－10－3

TEL：03-3273-2851
FAX：03-3273-2872
総合旅行業務取扱管理者 ： 飯田 次郎
担当者 ： 二見／上田
営業時間 ０９：３０-１８:００ 定休日

土日祝日

