
藍菜坊 
お申込みは前日まで 

予約不可日：火曜・第 1第 3月曜、3/21、25(ランチのみ)、31 

   ★藍菜坊「極」ｺｰｽﾗﾝﾁ+飲み放題(ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸのみ)★ 

  ご旅行代金：大人(中学生以上)お 1 人 5,000 円 

お食事代 3,600 円+吉田科学館ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ観覧券付 

 1,000円分割引→お支払い額4,000 円 

 おみやげﾎﾟｲﾝﾄ：平日2,000 円 土日祝1,000 円分付 

フカヒレスープの入った特別コース＆ 

約 20種類のソフトドリンク飲み放題 
●予約時間 11：30～12：30 ●1名様から予約OK 

ARCOアルコ      

お申込みは前日まで 2 名様からご予約 OK 

ご旅行代金：大人(中学生以上)お 1 人 4,500 円 

お食事代 3,000 円+吉田科学館ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ観覧券付 

900円分割引→お支払い額 3,600円 

おみやげﾎﾟｲﾝﾄ：平日2,000 円 土日祝1,000 円分付 
氷見牛のカルパッチョ、半熟たまごとベーコンのピザ、トマトと水牛モッツァレラのスパゲッティ、デザート、ドリンク 

●予約時間 11：30～12：30 17：30～19：30  ●予約不可日 日曜、3/2、15～19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・追加のお食事やお飲物の代金は現地払いになります。 ・写真はイメージです。日によって使う食材が変わります。 
・食べれない物やアレルギーがある場合は予約時にご相談ください。 
・ご予約日が黒部市吉田科学館休館日の場合は、観覧券がセレネ美術館もしくは黒部市美術館になります。 

ご利用にはワクチン接種証明書(３回接種)もしくは抗原定性検査の陰性証明書と本人確認書類の原本(運転免許など)が必要です。 

●黒部市吉田科学館 休館日：月曜、3 月 1 日 2 日 22 日 ●黒部市芸術創造センターセレネ 休館日：火曜 ●黒部市美術館 休館日：月曜、3 月 14 日～31 日 

お申込み、お問合せはYKKツーリスト まで！  

Tel0765-54-8686  fax0765-56-8069  Mail：ykktourist.jpn@ykk.com 

富山で休もう。とやま観光キャンペーン 

『お得にグルメ＆プチ旅行』日帰りプラン 

モルト・ボーノ 
★もちもち生パスタコース★ 

（パスタソースをﾄﾏﾄ・ｸﾘｰﾑ・ﾐｰﾄ・ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉから 

お選びください）申込時連絡要 

お申込みは前日まで ２名様からご予約 OK 

ご旅行代金：大人(中学生以上)お 1 人 3,500 円 

お食事代 2,200 円+吉田科学館ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ観覧券付 

700円分割引→お支払い額2,800 円 

おみやげﾎﾟｲﾝﾄ：平日2,000 円 土日祝1,000 円分付 

サラダ・トルティーヤピザ・生パスタ 
(パスタ 1人前 150gでお腹いっぱい大満足コース) 

＊ドリンク・デザートは付いていません 
（おみやげﾎﾟｲﾝﾄで追加できます） 

●予約時間 11：00～13：30 17：15～19：00 
●予約不可日 月曜 
●お子様は当日メニューから注文可能 
＊予約時にお子様の人数をお申出ください 
●おみやげポイント利用可能 

 

有効期限 2023 年３月１日（水）～３月 31 日（金）まで 

ランチ 
   ★藍菜坊 謹製「至福プラン」+飲み放題(ｱﾙｺｰﾙ有)★ 

  ご旅行代金：大人(中学生以上)お 1 人 8,200 円 

     お食事代 7,000 円+吉田科学館ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ観覧券付 

  1,640円分割引→お支払い額6,560 円 

 おみやげﾎﾟｲﾝﾄ：平日2,000 円 土日祝1,000 円分付 
前菜からﾃﾞｻﾞｰﾄまで約 9品 料理長おまかせｺｰｽ(2時間) 

約 50種類以上のｱﾙｺｰﾙﾄﾞﾘﾝｸ含む飲み放題付(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 30分前) 
●予約時間 17：30～18：30 ●2名様～30名様 

●お子様は当日メニューから注文可能

(お店でお支払) ＊予約時にお子様

の人数をお申出ください 

●おみやげポイント利用不可 

ﾃﾞｨﾅｰ 

ランチ ﾃﾞｨﾅｰ 

●お子様は当日メニューから注文可能(お店でお支払) 
＊予約時にお子様の人数をお申出ください 

●おみやげポイント利用可能 

ランチ ﾃﾞｨﾅｰ 道とんぼり二代目 縁 
★季節の特別会席コース★ 

(メインは肉か魚をお選びください) 申込時連絡要 

お申込みは 2 日前まで １名様からご予約OK 

ご旅行代金：大人(中学生以上)お 1 人 8,200 円 

お食事代 7,000 円+吉田科学館ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ観覧券付 

1,640円分割引→お支払い額 6,560円 

おみやげﾎﾟｲﾝﾄ：平日2,000 円 土日祝1,000 円分付 

お造り、メインは肉か魚、釜めし 

季節の料理全 8～10品 

●予約時間 17：00～19：00 

●予約不可日 不定休 
●お子様は当日メニューから注文可能(お店でお支払) 
＊予約時にお子様の人数をお申出ください 

●おみやげポイント利用不可 

 

ﾃﾞｨﾅｰ 

黒部 

★【NEW】春の特別コース★ 



募集型企画旅行契約(要旨) お申込みの際は、別途交付する募集型旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。 

（1） この旅行は、株式会社 YKK ツーリスト（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。 

（2） 契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）

の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、

出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」

によります。 

（3） 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運

送・宿泊その他のサービス（以下「旅行サービス」という）

の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理

することを引き受けます。 

■お申込み 

電話、メール、直接当社窓口へお申込み下さい。お申込み

時には参加者全員の氏名、年齢が必要になります。代金は

旅行出発の４日前までにお支払い下さい。旅行契約は代

金をお支払いいただいた時に成立するものとします。や

む負えず期日に間に合わない場合は予約の際にお申し出

ください。 

■旅行代金に含まれるもの 

行程に記載された食事料金、入場料金、およびそれに伴う

消費税を含みます。 

■旅行代金に含まれていないもの 

個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料（電話

料、追加飲食費、クリーニング代等）ご希望者のみ参加さ

れる体験等（別途料金）の代金。ご自宅から発着地までの

交通費等。 

■当社による旅行契約解除 

次の場合、当社は契約を解除することがあります。 

(1) 旅行開始前の解除 

①天災地変、運送機関等における争議行為、その他の当社

の管理できない理由により、旅行書面に記載した旅行日

程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、

または不可能となる恐れが極めて大きいとき。②所定の

期日までに旅行代金をお支払いいただけなかったとき。

③募集広告に表示した最少催行人員(特に記載がない限

り 25 名様)に達しなかったとき。この場合は旅行開始日

の 14日前(日帰り旅行の場合は 4日前)までにお客様に通

知します。 

(2)旅行開始後の解除 

①お客様が病気、その他の自由により旅行の継続に耐え

られないとき。②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施さ

るための添乗員の指示に従わないなどの団体行動の規律

を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。③

天災地変、暴動、運送機関等における争議行為その他の当

社の管理できない事由により旅行の継続が不可能となっ

たとき。 

■取消料 

ご旅行を申し込み後、お客様のご都合でお申込みをお取

消しされる場合にはご旅行代金に対しておひとりにつ

き、下記の料率でお取消料をいただきます。日帰り旅行の

解約は旅行開始 8 日前までは無料です。次の場合は取消

料はいただきません。 

①旅行内容に以下に例示する重要な変更が行われたと

き。 

a 旅行開始日または終了日の変更 

b 観光地、観光施設、その他の目的地の変更 

c 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 

e 宿泊施設の変更 

f 宿泊施設の客室、施設、景観の変更 

②旅行代金が増額された場合③当社が確定日程表を期日

(表記の日)までに交付ない場合④当社の貴に帰すべき事

由により、当初の旅行日程通り実施が不可能となったと

き。 

■特別補償 

当社の責任の有無にかかわらず旅行企画・実施旅行契約

約款特別補償規定により、お客様が主催旅行中にその生

命、身体に一定の損害を受けられた時は、あらかじめ定め

る額の補償及び見舞金をお支払いいたします。 

■個人情報の取り扱いについて 

お申込みの際にお伺いした、ご芳名、住所、電話番号は、

お客様のご旅行に必要な交通機関や宿泊施設に提供する

以外、同意なく第三者に提供することはございません。ま

た、ご旅行後もお客様に最適なご旅行情報を提供するた

め、安全にこれを管理し、お客様からのご要望に応じて修

正・削除等を実施することで、常に正確かつ最新になるよ

う努めます。 

■旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支

店での取引に関する責任者です。 

■添乗員は同行しません。 

■ご希望の施設が休みの場合はほかの施設をご案内させ

ていただきます。 

●この「お得にグルメ＆プチ旅行」日帰りプラン参加にあたっての注意点 

キャンペーンの割引条件として以下の(1)と(3)または(2)と(3)のどちらかを YKK ツーリストおよび 

当日各施設受付の際に確認させていただきます。 
(1)ワクチン接種歴（３回接種）が分かる証明書の「原本」「画像」「写し」等。 

(2)抗原定性検査（検査日より１日以内）などによる陰性の検査結果通知書等の「原本」「画像」「写し」等。 

(3)本人確認書類（運転免許証・旅券・マイナンバーカード等） 原本のみ 

※中学生以下のお子様は健康保険等被保険者証（現住所の記載のあるもの）で可 

●富山おみやげポイントについて 

富山おみやげポイントは割引前のお１人様日帰り旅行代金 3,000 円に平日 2,000 円分、休日(土日祝)1,000 円分をお渡しいたします。 

ポイント券は、電子クーポン(スマートフォン等が必要）でのご利用となります。 

＊当プランのお支払いにおみやげポイントを使うことはできません。 

●取消料(当社は旅行開始後、お客様の都合で食事・観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合はその払戻しはしません。) 

 ３日前 ２日前 前日 当日 

アルコ 50％ 50％ 70％ 100％ 

藍菜坊    100％ 

モルト・ボーノ    100％ 

道とんぼり 縁    100％ 

●日程表 

 日     程 

1 

       車            車             車 

ご自宅＝＝＝＝＝＝＝＝【観光】＝＝＝＝＝＝＝＝【食事】＝＝＝＝＝＝＝＝ご自宅 

    お客様ご自身          お客様ご自身        お客様ご自身 

〒938-0004 富山県黒部市飯沢 6120-5 

富山県知事登録旅行業 第 3種 300 号 (一社)全国旅行業協会会員 総合旅行業取扱管理者/井澤 修一 

【旅行企画・実施】 

株式会社 YKK ツーリスト 
TEL0765-54-8686  FAX0765-56-8069 

休業日 3 月：4 日・5 日・11日・12 日・18 日・19 日・21 日・25 日・26 日 

(弊社休業日はお申込みできません。) 


