「園井恵子を語り継ぐ会」会長

コース番号 ４０９４

©宝塚歌劇団

いわての先人をたどる旅2017

岩手が生んだタカラジェンヌ

園井恵子(1913～1945)

柴田和子さんと行く

宝塚大劇場
宝塚歌劇団
と宝塚歌劇の父

小林一三を訪ねる旅

【旅行期間】2017年
【旅行代金】２名１室おとなお一人様
１名１室2,000円増

【募集人員】28名様（最少催行人員：20名様）
★添乗員：全行程同行

★食事：朝１昼２夕１

★ご宿泊

大阪東急REIホテル

【行程表】

（凡例）+++ ： 列車 ・・・ ：徒歩
赤印： 入場観光 青印：下車観光
※ 列車時間は予定時間です。宿泊先到着時刻は予想時刻です。
（食事）【１日目】 朝 × 昼 ○ 夕 ○【２日目】 朝 ○ 昼 ○ 夕 ×
【１日目】6:45盛岡駅集合(7:11発)＋＋(新幹線)＋＋東京
駅乗換(9:50発)＋＋(新幹線・昼食弁当)＋＋新大阪駅
(12:23着)＋＋＋宝塚・・・花のみち散策・・・宝塚文化
創造館(旧宝塚音楽学校)見学・・・宝塚大劇場(月組公演観
劇(15:00-18:00)・宝塚歌劇の殿堂見学)＋＋＋梅田
(19:00頃着)・・・宿泊地着・親睦会「宝塚OGと柴田和子
さんを囲んで園井恵子を語る会」(夕食19:30-21:30)泊
【２日目】宿泊地(9:00発)・・・梅田＋＋＋池田・・・逸
翁美術館、小林一三記念館見学・雅俗山荘でフレンチの昼
食・・・池田＋＋＋梅田・・・大阪＋＋＋新大阪駅(15:20
発)＋＋(新幹線)＋＋東京駅乗換(18:20発)＋＋(新幹線)＋＋
盛岡駅(20:33着)解散

小林一三を訪ねて…「逸翁美術館」、
「小林一三記念館」見学の後は、
私邸「雅俗山荘」で至極のフレンチ…
阪急電鉄の創始者、そして宝塚歌劇の生みの親小林一三。園井恵子とのか
かわりも深い、その生涯を追う記念館。また、小林一三のコレクションを集めた「逸
翁美術館」では、開館６０周年記念として「ひねもす蕪村 絵と俳句」展をご覧
いただけます。さらに邸宅を改装したフレンチレストランで、至極のランチを。

IGR・いわて旅の学び舎2017

コース番号 4186

日程

❶

❷

❸

12/23
(土)

12/24
(日)

12/25
(月)

行
程
二戸7:29+++(はやぶさ8)+++7:54盛岡8:01+++(はや
ぶさ8)+++10:32東京10:50+++(のぞみ107)+++
+++13:08京都13:33+++(快速)+++13:51宇治
……14:15平等院拝観15:40……16:00宇治
16:20++++++(快速)+++16:52奈良===(ジャンボタク
シー)===奈良パークホテル泊・天平の宴
朝 ×
昼 ○(車中弁当)
夜 ○(宮廷料理)

付

宿泊地8:30===(ジャンボタクシー)===8:45平城宮朱
雀門……平城宮跡……朱雀門10:00===(ジャンボタク
シー)===10:20興福寺11:20……11:30奈良国立博
物館(フリータイム・自由食)14:00……14:20春日大
社15:00……15:20東大寺16:30……16:40ホテル
サンルート奈良泊(夕食：会席料理)
朝 ○
昼 ×(自由食)
夜 ○(会席料理)
宿泊地8:00===(ジャンボタクシー)===9:00談山神社
10:00===(ジャンボタクシー)===11:00奈良駅(フ
リータイム・自由食)13:23+++(快速)+++14:12京都(
フリータイム)15:35+++(のぞみ132)+++17:53東京
18:20+++
+++(はやぶさ31)+++20:33盛岡20:37++++++20:58
二戸
朝 ○
昼 ×(自由食)
夜 ×

（凡例）+++ ： 列車

・・・ ：徒歩

平泉文化の栄華を誇った奥州藤原氏のルーツを訪ねて、
奈良・京都へ…
平泉の原点がここにあった…

←春日大社

【旅行期間】2017年
【旅行代金】
１名１室12,000円増

【募集人員】
★添乗員：全行程同行
★食事：朝2 昼1 夕2
★ご宿泊 １泊目：奈良パークホテル ２泊目：ホテルサンルート奈良
平等院→

コース 番号【２月出発】No.4231

【３月出発】 No.4232

１泊２日
あんこうの吊るし切り見学にあんこう鍋、大学芋の詰め放題、いちごの食べ放題・・・etc
茨城の観光スポット・美味しいモノを２日間にギュッと詰めこんだよくばり弾丸バスツアー！!!
大洗磯先神社神磯の鳥居イメージ

梅まつりイメージ
（例年の見頃：3月上旬頃）

袋田の滝イメージ

夕食イメージ（あんこう鍋）

滝・海・花で癒され、
美味しい食事でエナジーチャージ!!
２日間で１５のおすすめポイントを満
大学芋詰め放題イメージ

【出発日】

喫する弾丸バスツアーです♪

いちごイメージ

２月２２日(木)・３月１日(木)

申込締切：各出発日
の３週間前まで

2018年

【旅行代金】４～５名１室
（追加代金）３名１室２,０００円

大人おひとり様

２名１室３,０００円

３９,９００円

（こども料金）5,000円引き

１名１室８,０００円

（最少催行人員）２５名（食事）朝1 昼1 夕1（添乗員）全行程同行（利用バス会社）東日本交通・ガイド付
（利用予定ホテル）大洗ホテル ※２名様以上：和室（海側）※１名様：洋室（眺望おまかせ）
※天候等の影響により梅の花が見られない場合がございます。その場合も旅行代金の返金はございません。
※偕楽園内有料施設を見学希望の場合は別途入場料がかかります。

15周年企画！！

１５のおすすめポイント

⑩「やきいもファクトリーミュージアム」を見学♪
①日本三大名瀑のひとつ「袋田の滝」を見学
⑪日本でここにしかない!?
②偕楽園の梅まつりを見学(例年の見頃3月上旬頃）
③車窓から眺める大洗海岸
パウダーにした焼き芋を煉り込んだ煉瓦の窯で焼く
④ホテルの和室から眺めるオーシャンビュー
「日本一あま～い焼き芋」を試食❤
（※2名様以上）
⑫大学芋の詰め放題!!!
⑤ホテルから徒歩圏内!大洗磯前神社・大洗磯前
⑬ココでしか買えない限定お芋スイーツはお土産に
神社神磯の鳥居♪
ぴったり❤
⑥必見!!あんこうの吊るし切り!！（ホテルにて)
⑭地元民に大人気!!ばんどう太郎で「味噌煮込み
⑦もちろん夕食はあんこう鍋♪
うどん」の昼食！！
⑧那珂湊おさかな市場でお買物！
⑮車窓から眺める霞ヶ浦♪
⑨いちごの食べ放題❤
【凡例】 青色：下車観光 赤色：入場観光 △：車窓観光 ====：貸切バス

【行程】

1日目 盛岡駅西口(7:00発) === 袋田の滝 === 偕楽園(梅まつり)===大洗ホテル(17：15頃)（泊）
【食事】 朝 × 昼 × 夕 ○
2日目 ホテル(8:00発) === △大洗磯前神社神磯の鳥居 === 那珂湊おさかな市場 === いちご狩り
=== やきいもファクトリーミュージアム === △霞ヶ浦眺望 === ばんどう太郎(昼食)===
=== 盛岡駅西口(21：30頃)
【食事】 朝 ○ 昼 ○ 夕 ×

あんこうの吊るし切りイメージ
和室イメージ（※２名様以上）

コース 番号No.4136

12月16日(土)
【旅行代金】大人お一人様 8,800円
【出発日】

★IGRオリジナル★
「落ちないファイル」
プレゼント♪

行
程

（小人お一人様7,800円）

9：10盛岡駅+++（IGR途中乗車可）+++10：27金田一温泉駅===亀麿神社===プラム工芸（五
角箸づくり）===レストラン戸々魯（昼食）===馬仙峡（下から見学）===
規陰舎===二戸シビックセンター===二戸駅16：49+++（IGR途中下車可）+++盛岡駅17：59
【食事】 朝×昼○夕×
【凡例】 ＋＋＋IGR ＝＝＝貸切タクシー
■募集人員１５名（最少催行人員８名） ■添乗員同行 ■貸切タクシー利用

亀麿神社（イメージ）

②

田中舘愛橘像（イメージ）

五角箸（イメージ）

③

馬仙峡（イメージ）

⑤

④

とんかつ（イメージ）

①幸運を呼ぶといわれる「座敷わらし伝説」の緑風荘で、「亀麿神社参拝」と「槐の間」を見学！
②斧より固いと言われる斧折樺（おのおれかんば）の五角箸（合格箸！）を手作りして固い意志と合格の運をGET！
③勝負に勝つ！二戸のブランド肉・佐助豚の「とんかつ」でパワーアップ！
④吉田松陰の同志らが作った結社「会輔社」の教場となった「規陰舎（きいんしゃ）」を特別見学！
⑤シビックセンターで二戸の先人・日本物理学の祖田中館愛橘の功績を学ぶ！
⑥日本一の夫婦岩といわれる「馬仙峡」に向かって夢（愛？）を誓う！

※ツアー名と日程は変更になる場合があります。
★箱根の旅
2018年２月下旬（予定）
★八幡平連泊プラン ９月・11月
★田子町タプコプマルシェとガリステごはん 10月21日（土）【日帰り】
★冬恋収穫体験と金田一温泉 11月26日（日）【日帰り】
★岩手にのへ✿おさんぽ日和 漆の旅（仮） 11月25日（土）【日帰り】
★ビートルズの軌跡をめぐるイギリスの旅 ２０１８年３月１０日（土）発【６泊７日】
★パラオの旅
２０１８年１月１１日～１４日【３泊４日】※先着１０名
★サイパンの旅 2018年１月～２月（予定）
１．募集型企画旅行契約

旅行開始前

IGRいわて銀河鉄道㈱銀河鉄道観光（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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。

お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。
この場合、既に収受している旅行代金または申込金から所定の取消料を差し引いた金額を払い戻しいたします。

また、契約の内容条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されている条件のほか、下記の条件、
最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。

申込金で取消料がまかなえない場合は、その差額を申し受けます。
なお、下記の表で言う取消日とは、お客様が当社および旅行業法で規定された「委託営業所」（以下「当社」といいます）

２．旅行の申込み

のそれぞれの営業日、営業時間内に取り消しする旨をお申し出いただいた時を基準といたします。

（1） 申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行
代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いいたします。またお客様が旅行の参加に際し、特別な
記載を必要とする場合には、お申込みのときお申し出ください。可能な範囲で当社はこれに応じます。
（2） 当社は、電話、郵便、ファクシミリおよび、その他の通信手段によるお申込みを受け付けます。この場合予約の時点で
は契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を承知した翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していた
だきます。

旅行代金

３万円未満

お申込金

６，０００円～
旅行代金まで

３万円以上
６万円未満
１２，０００円～
旅行代金まで

６万円以上
１０万円未満
２０，０００円～
旅行代金まで

１０万円以上
１５万円未満
３０，０００円～
旅行代金まで

１５万円以上
代金の２０％～
旅行代金まで

３．契約の成立と契約書面の交付
（1） 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
（2） 通信契約は前項の規定に関わらず当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した
ときに成立するものとします。
（3） 当社は契約の成立後、旅行日程・旅行サービスの内容・その他の旅行条件、当社の責任に関する事項を記載した書
面（以下「契約書面」といいます）をお渡しいたします。なお、当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の
一部といたします。
当社が手配した旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載いたします。

取消日

取消料率

旅行開始日の前日 旅行開始日の前日
から起算して（さか から起算して（さか
のぼって）
のぼって）

１０～８日前

７日前～前々日

２０％

３０％

旅行開始日の
前日

当日
（旅行開始前）

旅行開始後
及び
無連絡不参加

４０％

５０％

１００％

※ 「取消日」は、弊社営業日・営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準といたします。
当社は次に揚げる場合において旅行開始前に国内募集型企画旅行契約を解除することがあります。
最少催行人員に満たないときには旅行の実施を取りやめることがあります。この場合、旅行開始日の１４日前（日帰り旅行
は４日前）までにご連絡の上、当社で収受している旅行代金の全額を返金し旅行契約を解除いたします。

パンフレットに添乗員同行と表示のあるものは添乗員が同行いたします。現地添乗員同行と表示のあるものは現地到着時
より現地出発まで同行いたしますが、現地集合場所まで及び解散場所からの行程については同行いたしませんので、
お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
※集合場所では係員が受付や出発のご案内をいたします。
添乗員の業務時間は原則として８時から２０時までといたします。

４．申し込み条件
２０歳未満の方の単独でのお申込みには、父母または親権者の方の同意書が必要です。

５．確定書面（最終日程表）の交付
当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関
及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で契約書面の交付をいたします。その場合、旅行開始日の
前日（旅行開始日の８日前以降のお申込みに関しては旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した書面（以下

当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」といいます）では、旅行をお申込みの際にご提出
いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のためにご利用させていただくほか、必要な
範囲内において当該機関等に提供いたします。

この旅行条件は、平成２９年7月１日を基準としています。

「確定書面」といいます）をお渡しいたします。

６．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の７日前までにお支払いください。

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則としてサービス料および
消費税等の諸税が課せられますので予めご了承ください。

● 旅行代金に含まれるもの
・旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（特記事項がない限り列車は普通指定、航空機はエコノミークラス）、宿
泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等の諸税。但し、IGR運賃は「二戸駅集合解散」を除く。
・添乗員が同行するコースにおいては、添乗員経費・団体行動に必要な心付を含みます。
※上記の諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。
● 旅行代金に含まれないもの
・旅行日程に明示されていない交通費・食事代等の諸費用及び個人的費用。

IGR

検索

2017年号外

お問い合わ
せお申し込
みは

電話番号はお間違いなく！

☎019営業時間

601-9991

10：00～18：00 (日曜・年末年始休業)

ホームページからご予約
FAXご予約

http://igr-t.jp/
019-601-9996

お申し込みの際は下記の内容をお伝えください
①コース番号 ②出発日 ③人数 ④電話番号 ⑤氏名・性別
⑥郵便番号・住所 ⑦会員番号（IGRファンクラブ会員様のみ）

おかげさまで１５周年

～ 海・食・花をめぐる、ちょっぴり心に優しい時間。～
当ツアー限定♪
① 出発60日前申込で¥3,000引き!!
② IGRで盛岡駅ご集合の方も、
乗車代は弊社で往復負担します!!
(事前申込要)

← ここを渡ります！
古宇利島・古宇利大橋（イメージ）

～ ツアーのおすすめポイント ～
① 沖縄の1～2月平均最高気温は約20℃。
あったか早春の旅を満喫！
② ホテルは2泊ともちょっぴり喧騒を離れた場所。
③ 食事はすべて和・洋・沖縄料理のブッフェスタイル！
④ 早咲き緋寒桜で有名な世界遺産「今帰仁城跡」♪
※ 例年の見ごろ：1月下旬～2月上旬頃
⑤ 2日目昼食は、体に優しい「島野菜・薬草しゃぶ
しゃぶランチバイキング」!!
⑥ オキナワブルーが広がる「橋で渡る離島」古宇利島♪
オーシャンタワーから古宇利大橋も一望！
⑦ 「ハートクッキー」と「ホテルオリジナル焙煎珈琲」
のちょっぴりプレゼントつき!!
⑧ オプショナルツアーは『百名伽藍』のランチや「泊い
ゆまち」「道の駅いとまん」などを巡ります(別料金)♪

【出発日】

今帰仁城跡（イメージ）

ホテルオリオンモトブ
部屋バルコニー（イメージ）

貴重な逸品! ! 市場にもほとんど流通しない。。

「沖縄県産コーヒーの収穫焙煎体験」!!
「コーヒーの実」って、見たことありますか？ コーヒーはすべて海外の話
って、思ってませんか？ 実は。。。日本の中でも栽培している場所が
わずかながらあります。それが、「コーヒー栽培の北限」と言われる沖縄県。
「花野果ファーム」コーヒー園で ① コーヒー畑見学とコーヒーの実収穫体験
② ２種類のコーヒー豆の焙煎体験 ③ 焙煎したコーヒーの飲み比べ
④ 焙煎した豆はお持ち帰り♪
コーヒー愛好家さんも苦手な方も、コーヒーに対する世界観が変わるかも!?
※生育状況により、
十分な量が収穫
できない場合が
ございます。

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

1月25日(木)・28日(日)・2月1日(木)
おとなお一人さま・各日共通・４名1室利用 129,000円

2018年

★ お申込：各出発日の14日前まで

【旅行代金】

（追加代金）3名1室 3,000円 2名1室 5,000円 1名1室 30,000円
（こども料金）5,000円引（仙台空港直接ご集合の方）10,000円引
★ 3日目 ホテル→那覇空港の交通費は含まれておりません。★ 新幹線乗降駅による差額はございません。
（最少催行人員） １０名様 （添乗員） 全行程同行 （食事） 朝 ２ 昼１ 夕１
（利用バス会社） 琉球バス交通 ※ バスガイド付
（利用予定ホテル） 【１泊目】 ホテルオリオンモトブ リゾート＆スパ（洋室） 【２泊目】 ＡＮＡクラウンホテル 沖縄ハーバービュー（洋室）

【行程表】

【凡例】

青色：下車観光 赤色：入場観光 △：車窓観光
+++ ： 鉄道 ✈✈✈：航空機 ====：貸切バス

【お部屋に関して】
3～4名1室の場合「ツイン+補助ベッド1～2台」となります。

1日目 盛岡駅(8:00～9:00発) +++ (東北新幹線【新花巻駅～一ノ関駅各駅乗車可】 /仙台空港アクセス線) +++
仙台空港(11:50発) ✈✈✈✈ 那覇空港(15:00着) === 本部町(18:00頃着)(泊)
【食事】 朝 × 昼 × 夕 ○
2日目 ホテル(ゆっくり出発・10:30) ★ 「美ら海水族館（入館料各自）」「備瀬フクギ並木」まで、ホテルから徒歩圏内！
今帰仁城跡 === 花野果ファーム === なごアグリパーク 【昼食】 ===
=== △古宇利大橋・古宇利オーシャンタワー === 那覇市内（17:45頃）（泊）
【食事】 朝 ○ 昼 ○ 夕 ×
3日目 各自自由行動 ★ オプショナルツアー「沖縄の暮らしと海とリゾートランチ」 地元市場や、沖縄本島の貴重な青い海を
巡ります♪ 【 別料金・事前申込要・最少催行人員10名・お一人様10,000円 】
那覇空港（14:15発） ✈✈✈✈ 仙台空港（16:50着） +++ （仙台空港アクセス線/東北新幹線
【一ノ関駅～新花巻駅各駅降車可】） +++ 盛岡駅（19:40～20:40着）
【食事】 朝 ○ 昼 × 夕 ×

