
　💛12/15（水）ランチ
　12:00 【ザ・コンダ―ハウス】前集合

　14:30 徒歩にて名古屋市美術館へ
　14:50 名古屋市美術館見学(自由行動)
　　　　 　名古屋市美術館にて解散となります

　※行程は変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。

■ツアー名　PPKコンダーハウス

■利用予定レストラン　ザ・コンダ―ハウス 　住所：名古屋市中区錦2丁目20-25　（伏見駅3番出口徒歩　約5分）

■最少催行人員　８名

■名古屋市美術館入場料は料金に含まれます　　住所：名古屋市中区栄二丁目17番25号（伏見駅5番出口から徒歩約８分）

　（※美術館に入場されない場合は、旅行代金は補助前の価格になります。予めご了承下さい。）

■料金に含まれないもの　集合・解散場所への交通費、日程表に記載の無い食事代、飲み物代、個人的費用

■THE CONDER HOUSE

1926年の昭和初期に建てられた旧名古屋銀行本店。

街の発展と共に歩んできた建築跡地は都市景観重要建築物

に指定され、多くの人々に見守られ愛されてきました。

そして2018年春、レストラン＆バー、ウェデイングパーティー

等ゲストが集う美しいゲストハウスとして再オープン！

大人の社交場【ザ・コンダ―ハウス】として生まれ変わりました。

・対象条件

愛知県内在住の方で県内の宿泊プラン、日帰り旅行にお申込みの場合に限り適用可能となります。

LOVEあいちキャンペーンをご利用の全てのお客様は、別途書類（旅行代金割引利用申込書）の提出が必要となります。

詳しくは Brill Tour Style までお問合せください。

・利用期間

～令和3年12月31日（金）までに予約・販売された対象商品となります（宿泊商品は令和4年1月1日（土）チェックアウト含む）

・その他

※助成額上限に達し次第終了となります。

※２泊以上の旅行商品であっても、連泊や宿泊地変更に関わらず割引上限は5,000円となります。

※GoToトラベルキャンペーン等の国・地方自治体が交付する他補助金・助成金などを重ねてご利用、割引することはできません。

※対象期間中、愛知県内新型コロナウイルス感染症の状況が感染症対策分科会の示すステージⅢ相当以上と愛知県知事が判断した場合休止と致します。

※キャンセルの場合、割引適用前の料金より算出となり、お取消料は割引の対象となりません。また、お渡し済クーポンの返却が必要となります。

で購入できます。日帰り旅行は8名以上の団体旅行のみが対象となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このツアーは愛知県より5,000円の補助を受けています。

愛知県には、武将やものづくり、食文化、祭、自然など地域に根差した魅力的な観光スポットや名物がたくさんあります。

きっと、アナタのダイスキな場所やモノも見つかるはず。まずは、県内のダイスキな場所に行き、ダイスキなモノを食べ、

ダイスキな事を楽しみませんか。

■LOVE あいち キャンペーンとは…

■1人1回あたり割引前の旅行代金の1/2 最大5,000円割引
愛知県在住の方を対象に、県内の宿泊プラン・日帰り旅行商品が半額（割引額は最大5,000円／1,000円未満切り捨て）

『大人の贅沢ランチorディナー』

　19:30 ザ・コンダ―ハウス前にて解散となります

　※行程は変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。

PPK会員限定　特別企画 愛知県おいしいものグルメ旅

 BRILL PRESENTS ～LOVE あいち キャンペーン【愛知県民の方限定】～

　💛12/10（金）ディナー
　15:00 名古屋市美術館集合

　　　　　　名古屋市美術館見学(自由行動)
　17:00 徒歩にてザ・コンダ―ハウスへ
　17:20 ザ・コンダ―ハウス

　　　　　 ごゆっくりランチをお楽しみください

                   　お一人様あたり　6,000円 (税込）

（スパークリングワイン1杯付）

 お一人様あたり　3,600円 (税込）

 (※水出し中国茶のフリードリンク付)　



  ■申込方法　
下記すべての事項にご記入頂き、FAXまたはメールにてお申込み下さい。

   申込書送付先　　FAX： 052-962-4145　email：yoyaku@brill.co.jp
複数でお申込みの場合は右欄に同行者様のお名前をご記入ください。

★今後の予定
11 月30日（火）までに　　　　 申込書をFAXまたはメールでお送りください。またはお電話にて参加の旨ご連絡ください。
12 月06日（月） 最終日程表・請求書発送
12 月09日（木） ご入金期限
12 月10日（金）または15日(水) ご出発

ご旅行条件書(要約)

ご要望（アレルギー食材など）

email アドレス

男　・　女 S ・ H　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　才
ツアー名

PPKコンダーハウス

緊急連絡先電話番号

続柄

〒

緊急連絡先氏名

配偶者　・子　・父　・母　・他（　　　　　　　　）

ふりがな ✓を入れてください

様　

様　

様　

お名前

□　12/15(水) 昼食
性別

□　12/10(金) 夕食

生年月日

ご住所(資料送付先）

携帯電話番号

同行者　様

● 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ブリル（以下「当社」といいます。）が 企画・募集し、
実施する旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」と
いいます。）を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ・本旅行条件
書・ご出発前にお渡しする最終の旅行日程表と称する確定書面および当社旅
行業約款の募集型企画旅行契約の部（以下「約款」といいます。）によります。
●旅行の申し込みと契約の成立
（1）当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お１人様につき下
記の申込金を添えてお申し込みください。 また、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ときに成立するものといたします。 申込金は旅行代
金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

旅行代金の額 申込金 （お 1 人様）
10 万以上 旅行代金の20％
5万円以上10万円未満 20,000 円以上旅行代金まで
2万円以上 5万円未満 10,000 円以上旅行代金まで
2万円未満 5,000 円以上旅行代金まで

（2）当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅
行契約の予約を受け付けることがあります。 この場合予約の時点では契約は成
立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して当社が
定める期間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。この期間
内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして
取り扱います。
（3）旅行契約は、電話によるお申込の場合、当社が契約の締結を承諾し、申
込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリ、インターネットその他
通信手段でお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅
行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より
前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
1）旅行日程に明示した航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金
2）旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港・駅・港と宿泊場所、旅行日
程に≪お客様負担）と表記してある場合を除きます）3）旅行日程に明示した
観光料金（バス料金等・ガイド料金・入場料等）4）旅行日程に明示した宿
泊料金およびサービス料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り２人部
屋に２人ずつの宿泊を基準とします）5）旅行日程に明示した食事料金（機
内食は除外）および税・サービス料金6）手荷物運搬料金（航空会社の規定
重量、容積、個数の範囲内）7）添乗員が同行するコースの添乗員同行費用
8）その他、ホームページ・パンフレット等の中で含まれる旨表示したもの。※上記
諸費用はお客様の都合により一部利用されなくても払戻いたしません。

●旅行代金に含まれないもの
旅行日程に記載のない交通費等の諸費および個人的性質の諸費用

●お客様の解除権
（ア）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
除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除 期日」とは、お申込み店の営
業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

■日帰り旅行以外
※5/3-5/5はご宿泊のみの場合でも下記の取消料が適用されます。
旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
［1］21日目に当たる日以前の解除 無料
［2］20日目にあたる日以降の解除（3~7を除く） 旅行代金の20％
［3］10日目にあたる日以降の解除（4~7を除く） 旅行代金の20％
［4］7日目にあたる日以降の解除（5~7を除く） 旅行代金の30％
［5］旅行開始日前日の解除 旅行代金の40％
［6］旅行開始日当日の解除（７を除く） 旅行代金の50％
［7］旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

■日帰り旅行
旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
［1］21日目に当たる日以前の解除 無料
［2］20日目にあたる日以降の解除（3~7を除く） 無料
［3］10日目にあたる日以降の解除（4~7を除く） 旅行代金の20％
［4］7日目にあたる日以降の解除（5~7を除く） 旅行代金の30％
［5］旅行開始日前日の解除 旅行代金の40％
［6］旅行開始日当日の解除（７を除く） 旅行代金の50％
［7］旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％
■宿泊のみ

1～14名 15～30名 31名以上
旅行開始後の解除 100％ 100％ 100％
無連絡不参加 100％ 100％ 100％
当日 50％ 50％ 50％
前日 20％ 20％ 30％
2日前 20％ 20％ 30％
3日前 20％ 20％ 30％
4日前 無料 20％ 30％
5日前 無料 20％ 30％
6日前 無料 無料 30％
7日前 無料 無料 30％
8日前～20日前 無料 無料 10％

●個人情報の取扱いについて
（1）当社及び当社募集型企画旅行を取り扱う受託旅行会社は、旅行
申込みの 際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様
との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただい
た旅行において運送・宿泊運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配
及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させてい
ただきます。このほか当社では、ア～オにおいてお客様の個人情報を利用さ
せていただくことがあります。ア）当社及び当社と提携する企業の商品や
サービス、キャンペーンのご案内。イ）旅行参加後のご意見やご感想の提
供のお願い。ウ）アンケートのお願い。エ）特典サービスの提供。オ）統計
資料の作成。
（2）当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電
話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小
限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させて
頂きます。
●旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日 2021 年 4 月 01 日としております。旅行代金の基
準日については、ホームページやパンフレット等に明示した日となります。
●日本国内の空港からの発着空港までの区間を、普通運賃また はパンフ
レット等に記載の追加料金（または無料）で利用する場合、この 部分は
企画旅行契約の範囲に含まれません。

〒460-0003 名古屋市中区錦3-11-25 アーク栄ニュービジネスビル4F

TEL 052-962-4140 FAX 052-962-4145 yoyaku@brill.co.jp
営業時間 10：00～18：00（月～金） 休日（土・日・祝）
総合旅行業務取扱管理者 永見秀樹 愛知県知事登録旅行業第２-１３１３号 （全国旅行業協会 正会員）


	LOVE AICHI CMP THE CONDER HOUSE PPK88企画
	申込書【裏面パンフレット共通】2021.12.01 _見積日程_2021.11

