グランクラスの旅

富山ラグジュアリー
リバーリトリート雅樂俱連泊の旅 4日間
往復グランクラスで行く
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ラグジュアリーホテル
「リバーリト
リート雅樂倶」に連泊。

往復グランクラス利用。鉄道ファー
ストクラスで、優雅な列車の旅。
世界遺産・五箇山の相倉集落と菅沼
集落を訪れます。
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富山県
五箇山
大きな窓から神通峡を望む
「リバーリトリート雅樂倶」
のロビー

北陸新幹線の往路は東京〜新高岡駅間
復路は富山〜東京駅間グランクラス乗車
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リバーリトリート雅樂倶 外観

河畔の大浴場

集合・日数・出発日

ジャグジーバス

ホテル名の「リトリート」とは、普段の生活環境から離れた非日常的な空間に身を置き、体や心をリ
ラックスさせるためゆったりと時間を過ごすという意味を持ちます。ストレスの多い現代社会の中で
注目を浴びています。飛騨の山々の雪解け水が生み出した神通峡のほとりに佇む、
「リバーリトリート
雅樂倶」はまさしくそんな非日常の空間が広がっています。ロビーラウンジやガーデンテラス、遊歩
道では、四季折々の峡谷美とともに随所に配されたアート作品をお楽しみください。また、温泉大
浴場や、宿泊者専用の温石ルーム、ジャグジーバスなど充実の設備はすべて、ハイセンスな空間
でありながら、くつろいだ雰囲気に満たされています。
「レヴォ」
谷口 英司シェフの右
腕と言われた田 中逸平シェフ

その時期の最高の食材
が料理に活かされます

「リバーリトリート雅樂倶」では、一流の匠の技とこだわり
ぬいた器で彩られた和食と、季節の最高の食材という意
味の「トレゾニエ」という名を冠したフレンチレストランで、
華麗かつ繊細な美食をご堪能いただきます。トレゾニエの
前身は現在富山県利賀村に移転オープンした谷口英司シ
ェフの「レヴォ」で、シェフの田中逸平氏はレヴォで長年ス
ーシェフを務め、谷口シェフの右腕とも言われる名シェフ
です。また、和彩膳所「樂味」での富山の旬を取り入れ
た料理もご用意。 富山の豊かな自然と食文化を引き立て
た、ここでしか味わえない食事をお楽しみください。

旅行代金

【東京駅集合・4日間】2月16日
（水）
【リバーリトリート雅楽俱スタンダードルーム利用】

神通峡のほとりに佇む「リバーリトリート雅樂倶」に連泊します

ミシュラン１つ星レストラン「トレゾニエ」での
フレンチをはじめとする、こだわりのお食事。

お荷物

サービス

安心ツアー実施中

¥245,000

（33㎡ バスなしトイレ付き洋室）
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥40,000にて承ります）

【リバーリトリート雅楽倶デラックスルーム利用】
55㎡ バス・トイレ付き洋室）

¥275,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥65,000にて承ります）
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東京駅 10：32発D（新幹線グランクラス）D新高岡駅
12：55着B高岡（新高岡駅着後、 瑞龍寺、 重伝建金屋町
の散策にご案内します）
（高岡泊）s y
高岡 09：00発B雨晴海岸B新湊（きっときと市場、 内川
の遊覧）Bリバーリトリート 雅樂俱 15：00着 夕食はホ
テル内の「樂味」にて。

【2連泊】
（リバーリトリート雅楽俱泊）asy
リバーリトリート 雅樂俱B織物の町・城端 B五箇山(五箇
山相倉集落、菅沼集落)B午後、早めにホテルに戻ります。
夕食はホテル内の「トレゾニエ」にて。

（リバーリトリート雅楽俱泊）asy
午前、チェックアウトまでごゆっくりお過ごしくださいB富
山（ガラス美術館） 富山13：19発D（新幹線グランクラ
ス）D東京駅15：52着
a s
ご自宅まで無料でお荷物を託送します。

※日程中の はグランクラス車中での軽食です。
※新型コロナウィルスの感染状況により、 軽食、 アテンダント付きのグランク
ラスが運行されない場合は、グランクラス（軽食・アテンダントなし）またはグリー
ン車でのご案内となります。 その場合は差額をご返金いたします。 予めご了承
ください。

■最少催行人員：10名 ■食事：朝食3回、 昼食0回、 夕食３回 ※グランクラ
ス内のお食事は食事回数に含まれません。 ■添乗員：東京駅ご出発から東京
駅ご到着まで随行いたします。 ■ホテル：高岡／ニューオータニ高岡(トイレ・
バス付き洋室) 富山／リバーリトリート雅樂倶 スタンダードルーム（トイレ付
バスなし洋室）
（トイレ・バス付洋室）※館内に大浴場がござい
11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）
（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo 、デラックスルーム
Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。
ます。 ■利用予定バス会社：中部観光または同等クラス
グランクラスの詳細は裏面にてご紹介をしておりますので、どうぞご覧ください。
※グランクラスの発着時刻はご出発の20日前に正式決定となります。
Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）
＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割）

■【ご注意（給付金の受領について）】この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo To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」をお支払いいただくこととなります。なお、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いたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局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。また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。
（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）
（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。） ■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
■各コース共通の旅行条件 ■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。 ■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。 ご注意ください。 ※尚、旅行開始日の前日から起算して、
さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。 ■マークの説明 D=列車 B=バス K=タクシー a=朝食 h=昼食 y=夕食 s=食事なし ●＝入場観光 ◯＝下車観光

ご旅行条件
（抜粋）

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関 2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金 3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金 2. 現地における個人的性質の費用 3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降〜8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
■旅行開始日の
目にあたる日以降〜前々日にあたる日まで……旅行代金の30％
前日……旅行代金の40％
■旅行開始日の当日……旅行代金の50％
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

□東京支店 TEL：03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 福島 伸彦
（株）
ワールド航空サービス 観光庁長官登録旅行業201号
□大阪支店 TEL：06-6343-0111 □名古屋支店 TEL：052-252-2110 □九州支店 TEL：092-473-0111 □札幌営業所 TEL：011-232-9111 □藤沢営業所 TEL：0466-27-0111
旅行企画・実施

営業時間／月曜日〜金曜日 午前9：30〜午後6：00（土・日・祝は休業）
ご旅行条件は、2021年10月1日現在の運賃・料金を基準としております。

一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

往復グランクラスで行く旅

鉄道ファーストクラスをご体験ください
グランクラスとは、JR東日本の東北、北海道、北陸新幹線などの一部の
列車のみに設定されている特別席。航空機にたとえるなら、グリーン車がビ
ジネスクラス、グランクラスはファーストクラスです。それが空港に着いて
からほかとは違う旅が始まるように、グランクラスの旅も、駅に到着してか
ら、そして目的地への移動が、優雅な旅の体験に。
「ななつ星」や「四季島」の
ような豪華なクルーズトレインを新幹線で実現しました。

東北・北海道、北陸新幹線などの先頭車両に
グランクラスは連結されています

優雅なグランクラスの旅 ❶

よく見ると、一枚の板で
作られたレールの型をし
たテーブル

くつろぎのひとときは出発前から始まります
グランクラスの乗客は出発90
分前から東京駅の八重洲中央
口近くにある「ビューゴールド
ラウンジ」を利用できます。飲
み物や茶菓子が用意され、く
つろぎのひとときを味わった
のち、グランクラスの旅がス
タートします。

外観はガラス造りのビューゴールドラウンジ

中は和モダンの落ち着いた空間

優雅なグランクラスの旅 ❸

優雅なグランクラスの旅 ❷

一部車両の先頭車両に連結されています

１車両にわずか18席があるのみ

東北・北海道、北陸新幹線の一
部車両のみに設置されている
グランクラス。東京駅下り列
車の先頭に連結され、まさし
くファーストクラスです。こ
れは他の乗客が車内を通り抜
けることのないように配慮さ
れてのこと。落ち着いた環境
のなか、プライベートな空間
と時間を提供してくれます。

東海道新幹線で使用され
ているN700系電車だと
1車両あたり、60名から
100名 程 度 の 定 員 で す
が、グランクラスの定員
は18名のみ。いかにゆっ
たりしているかが、おわ
かりいただけることで
しょう。

先頭車両に連結

優雅なグランクラスの旅 ❹

©Kanesue

座席を使いこなして
快適な旅を

リクライニングも
手元で簡単に

優雅なグランクラスの旅 ❺

広々とくつろげる座席シート

２名の選任アテンダントがおもてなし

新幹線は在来線より幅が広く造られ
ているうえに、1＋2列のゆったりし
た配列が組まれています。座席は後
ろには倒れないバックシェルタイプ。
リクライニングは45度まで倒すこと
が で き ま す。ス リ ッ パ が 常 備 さ れ、
コールボタンでアテンダントを呼ん
でお願いすれば、ひざ掛けやアイマ
スクなども持ってきてくれますし、
ワインや日本酒、コーヒーなども無
料でオーダーできます。

2名のアテンダントが乗客をもてなしてくれるのも、グランクラス
体験のひとつ。食事は沿線の食材を中心に用い、地元の有名レスト
ランや料亭が交代して監修し３カ月ごとに変わる軽食やデザートが
用意されています。アルコールもメニューから選べるようになって
います。
有名店監修の軽食と
飲み物も

※新型コロナウィルスの状況により、アテンダントサービスや軽食サービスが停止となる場合は差額をご返金いたします。

