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さあ、
旅の計画を始めませんか？
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Go To トラベル キャンペーン

届け

情

リバティヒルバケーションと創るオーダーメイドの旅！

お

2020.10

本格的にスタートを切ったGoToトラベル。
皆様は、
既にご利用されましたか？
特徴は、
割引の対象になる旅行商品には、
「ご旅行代金の最大３５％の割引」＋「地域共通クーポン１５％の付与」
の２つの特典が適用され、
旅行代金が
「実質半額」
になるという、大変お得なキャンペーンです。
本日は、
弊社のお客様がご利用されたGoToトラベル事例をご紹介致しますので、
是非、
ご参考になさってみて下さい。
リバティヒルバケーション
皆様からのご予約を心よりお待ち申し上げております。
いわさき はるゆき
新型コロナウイルスの影響で、観光地やホテル内の施設が休業・短縮営業している場合がございますので、
ご注意下さい。
岩崎 治幸

お客様のGoToトラベル活用例をご紹介致します。
「航空機＋ホテル＋＠」
をセットにした、
オーダーメイド旅行の一例です。
（受注型企画旅行）

北海道へエンジョイゴルフ！6日間

〜最北端のリンクスでゴルフと温泉を楽しむ旅〜

由布院と黒川へ温泉巡り！４日間

広島へ出張！3日間

〜離れのお部屋で、のんびりお湯に浸かる幸せの旅〜

〜空いた時間にちょこっと宮島へ〜
宮島

■ 航空券
■ 宿泊ホテル

手配内容（1名様1部屋）

羽田
広島往復
広島のシティホテル

GoTo給付金

お一人様23,205円
（2泊分）

稚内カントリークラブ

手配内容（2名様1部屋）
■ 航空券
羽田
稚内往復
■ 宿泊ホテル
稚内のホテルと周辺の温泉旅館
■ 観光タクシー
稚内とサロベツの観光＆送迎
■ ゴルフプレー
稚内とサロベツの４プレー込み

黒川温泉

手配内容（2名様1部屋）
■ 航空券
羽田
大分
熊本
羽田
■ 宿泊ホテル
由布院と黒川の温泉旅館
■ レンタカー
大分空港で借りて、
由布院と
黒川温泉を経て、熊本空港で返却
GoTo給付金

お一人様100,000円
（5泊分）

お一人様60,000円
（3泊分）

ご旅行費用（お一人様あたり）

ご旅行費用（お一人様あたり）

実質旅行代金

１4０，
０００円

弊社請求額はⒶからⒷを引いた１70，
０００円です。
ゴルフと観光をセットで！
GoToトラベルをフル活用でとってもお得！

実質旅行代金

46，3００円 ....... Ⓐ
▲16,205円 ........ Ⓑ
▲7,000円
23,095円

弊社請求額はⒶからⒷを引いた30,095円です。
ご出張にもGoToトラベルが利用可能！
経費削減で、
とってもお得！

北陸へ冬の味覚！2日間

〜サクッと富山まで寒ブリを食べに〜

GoTo給付金

通常旅行代金
２４０，
０００円 ....... Ⓐ
GoTo給付金
▲70，
０００円 ........ Ⓑ
地域共通クーポン ▲３0，
０００円

ご旅行費用（お一人様あたり）

通常旅行代金
GoTo給付金
地域共通クーポン

通常旅行代金
GoTo給付金
地域共通クーポン

184,000円 ....... Ⓐ
▲42０００円 ........ Ⓑ
▲18,000円

実質旅行代金

１24,０００円

弊社請求額はⒶからⒷを引いた142，
０００円です。
九州の2大温泉地を、
レンタカーで
気ままに巡るのも、
ＧｏＴｏ対象です。

リバティヒルバケーションでは、
航空券・ホテル等、
お客様のご要望に応じ、
オーダーメイドの旅を
お創り致します。
ご旅行に関するご相談やお申込は、
リバティヒルクラブフロントまたは
リバティヒルバケーション TEL.03-3723-1500まで

氷見のブリ

手配内容（2名様1部屋）

■ 航空券
羽田 富山＆小松
■ 宿泊ホテル 富山のシティホテル

羽田

GoTo給付金

お一人様14,430円
（1泊分）
ご旅行費用（お一人様あたり）

通常旅行代金
GoTo給付金
地域共通クーポン
実質旅行代金

29,800円 ....... Ⓐ
▲10,430円 ........ Ⓑ
▲4,000円
15,370円

弊社請求額はⒶからⒷを引いた19,370円です。
思い立ったらGoTo使って気軽にご旅行へ！
これからの季節に、冬の金沢観光と合わせて是非！

Go To 近場！「遠出はちょっと・・・」
という方に向けたご紹介。
お車や鉄道を利用した
「ホテルのみ」のお勧めプランの一例です。
関東近郊のお勧め情報です！ 以下のプランは、
ある日のご滞在の料金一例です。
2名様1部屋をご利用された場合の1名様あたりの料金です
（税込み）
。
ＧｏＴｏ適用後の料金は、
地域共通クーポン分を反映させたものです。

スパ＆ゴルフリゾート久慈

修善寺温泉湯回廊菊屋

（ご宿泊＋ゴルフプレー）

（ご宿泊のみ）

歴史ある古き良き旅館。
館内にある6カ所
のお風呂は、
回廊で結ばれています。

ご旅行費用

（お一人様あたり）

こちらはプレー代もＧｏＴｏ対象です！
敷地内のホテル（天然温泉付）に宿泊。

■ 和モダン（2食付き/12畳）
￥21,000〜▶GoTo適用で￥10,650〜
■ 源泉かけ流し露天＋洋室（2食付き/16畳）
￥37,000〜▶GoTo適用で￥18,050〜

ご旅行費用

（お一人様あたり）

も 東京都版GoToトラベル
都民割ト！
スター
東京都の都内観光促進事業

「もっと楽しもう Tokyo Tokyo」

■ 1泊1ラウンド3食付きプラン平日
￥16,000〜▶GoTo適用で￥8,400〜
■ 1泊2ラウンド4食付きプラン平日
￥21,400〜▶GoTo適用で￥10,910〜

マンダリンオリエンタル東京（ご宿泊のみ）
東京都の都内観光促進事業対象

10月23日より取扱いを開始致しました。
都民の都内への旅行が助成対象です。
宿泊の場合は、
お1人様1泊あたり５,０００円
（日帰りは２,５００円）
の助成金となります。
（諸条件があります。
お問合せ下さい。）

どんなにオトク？
、
例えば

ご旅行費用（お一人様あたり）

もっと楽しもう
Tokyo Tokyo
GoToトラベル
35%OFF!
6,500円

ホテルLHV東京
（1人1泊）

１０,０００円
のお部屋が…

チェックイン時刻から24時間お部屋
に滞在可能なプランです。
じっくりと
東京のホテルライフを満喫出来ます！

Go To トラベルと併用で支援額は、
1人1泊最大25,000円（日帰12,500円）
！

となり、更に…

好評！予約受付中！

東京都民
５,０００円OFF！
1,500円
で泊まれちゃう！

GoToトラベル期間中の宿泊施設は、
かなりご予約が集中
してきています。
どうぞ、お早目のお申込をお待ちして
おります。各宿泊施設も、お部屋の稼働率を下げたり、チェック
インの作業やお食事の提供を工夫する等、
ウイルス感染拡大の
対策をしっかりしているところが多くございます。
皆様に、安心＆安全なご旅行をお楽しみ頂けると幸いです。

その上、
クーポン
２,０００円
ゲットです。

■ デラックスルーム50㎡（朝食なし）
￥33,000〜▶GoTo適用で￥16,450〜
■ エクゼクティブスイート90㎡
￥54,000〜▶GoTo適用で￥34,000〜

都民の方は更に1泊あたり▲５，
０００円です！
！

GoToトラベルキャンペーンの対象期間

予約期間：現在受付中です。
宿泊期間：2021年2月1日
（月）チェックアウト分までの予定です。
ただし、弊社や観光庁の支援金予算が上限に達し次第、発売終了となりますので、予め
ご了承下さい。
新型コロナウイルス感染症対策の状況等を踏まえて、政府等の方針により、当事業の
内容、期間、条件等が変更される場合が予想されます。

旅のご相談はリバティヒルバケーションへ
貴方の旅のスタイルに合わせたバケーション創りのお手伝いをさせて頂きます。何なりとお申し付け下さい。

パッケージツアー割引情報

リバティヒルクラブメンバー様最大5%割引‼

リバティヒルバケーションが厳選したパッケージツアー
（他社主催旅行商品）
が対象となります。
ツアーブランドにより割引率は異なりますが、
リバティヒルクラブのメンバー様には、
最大５％
（３％割引、
または対象外あり）
となります。

●取扱商品のラインアップ
世界各方面の格安航空券からビジネスクラス航空券、国内線航空券まで幅広く取り揃えております。
航空券・ホテル・観戦チケット等、
お客様のご要望に応じ、
オーダーメイドの旅をお創り致します。

●国際線と国内線航空券
（全世界の全券種をご用意！）
●現地発着オプショナルツアー
●他社主催パッケージツアーの手配を会員様割引
●法人（業務出張）
とのお取引

リバティヒルバケーション

●世界各地のホテル ●現地の専用送迎車＆ガイド
●レンタカー
（国内・海外） ●査証（ビザ）
●ボルドーやブルゴーニュ地方のシャトー巡りツアー
●ウィンブルドンをはじめとする四大大会
他テニス観戦の手配

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘 ３-17-1 リバティヒルビル TEL：03-3723-1500 FAX：03-3723-8788
E-Mail：iwasaki@libertyhill.co.jp Web：http://www.libertyhillvacations.co.jp
営業時間：平日 ９：3０〜18：３０／日曜日 １０：００〜18：0０ 土曜日・祝祭日・年末年始は休業
東京都知事登録旅行業第3-5278号／日本旅行業協会協力会員／総合旅行業務取扱管理者

岩崎治幸

