IGRいわて銀河鉄道１５周年記念ツアー

～ 海・食・花をめぐる、ちょっぴり心に優しい時間。 ～

← ここを渡ります！
古宇利島・古宇利大橋（イメージ）

今帰仁城跡（イメージ）
※ 例年の桜の見ごろ：1月下旬～2月上旬頃

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!?
「今帰仁の仙人」の
コーヒーのお話も楽しみ♪
おいしいコーヒー
のみたーいo(^-^)O !!
(企画発案のＨさん)

※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）

エメラルドビーチ（イメージ）

～ ツアーのおすすめポイント ～
①
②
③
④

沖縄の1～2月平均最高気温は約20℃。早春の旅を満喫！
ホテルは2泊とも、ちょっぴり喧騒を離れた場所をご用意。
食事はすべて、和・洋・沖縄料理のブッフェスタイル！
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

【出発日】

⑤ 2日目昼食は、体に優しい「島野菜・薬草しゃぶしゃぶ」!!
⑥ オキナワブルーが広がる、「橋で渡る離島」古宇利島♪
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「隠れ家リゾートランチ」(別料金)♪

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

【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
当ツアー限定♪
（こども料金）5,000円引（仙台空港直接ご集合の方）10,000円引
① 出発60日前申込で¥3,000引き!!
★ 3日目 ホテル→那覇空港の交通費は含まれておりません。
② IGRで盛岡駅ご集合の方も、
★ 新幹線乗降駅による差額はございません。
乗車代は弊社で往復負担します!!
(事前申込要)
【発着地】盛岡駅～一ノ関駅 東北新幹線各駅 利用空港：仙台空港

（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）

【行程表は裏面をご覧ください】
IGR

検索

【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 ○

1泊目 ホテルオリオンモトブ リゾート&スパ
夕食（イメージ）

客室（イメージ）

外観（イメージ）

「美ら海水族館」に隣接・エメラルドビーチが
目の前！全室オーシャンビューのリゾートホテル。
食事はホテル自慢のブッフェを召し上がれ♪
タラソスパ・天然温泉・創作体験などのアクティビティ
も充実しています！(別料金)
ゆったり流れる「沖縄じかん」を、心行くまで
お楽しみください♪

★ 朝のおさんぽにいかが？ ★
【美ら海水族館】 ホテルから徒歩約7分（入館料別料金）

2日目 ホテル(ゆっくり出発・10:30)

癒しの空間・
パワースポットと
して大人気!!
備瀬フクギ並木
（イメージ）

【備瀬フクギ並木】 ホテルから徒歩約3分

今帰仁城跡 === 花野果ファーム === なごアグリパーク 【島野菜・薬草しゃぶしゃぶランチバイキング】 ===
=== △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 ×

2泊目 ANAクラウンプラザ 沖縄ハーバービュー
外観（イメージ）

朝食（イメージ）

客室（イメージ）

← 昼食（イメージ）

那覇市中心にありながら、閑
静に包まれた伝統のホテル。
国際通りも徒歩圏内！
館内のショップも充実♪
県内外で人気の朝食ブッフェ
もお楽しみ♪

↓ 島野菜（イメージ）

3日目 各自自由行動 ※ 那覇空港まで各自ご集合・空港までの料金は旅行代金に含まれません。
★ 別料金・お一人様10,000円 ★ 最少催行人員 各日10名様
★ 各出発日の７日前までにお申し込みください。
（イメージ）
百名伽藍 ・ 新原ビーチ
道の駅いとまん
泊いゆまち
ホテル === 沖縄の魚介類 === 沖縄県最大の ===
=== 那覇空港
=== 沖縄の隠れ家リゾートホテル
(13:00着)
(8:00発)
で、沖縄料理のご昼食♪
道の駅。地元御
が集まる市場。
本島では貴重な、沖縄らしい
用達の巨大産直
マグロの解体
昼食・新原ビーチ
青い海もご覧になれます。
を散策♪
△ ニライカナイ橋
も見学できます。
（イメージ）

【オプションコース】 沖縄の暮らしと海とリゾートランチ

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 ×

各出発日の１４日前までにお申込ください。
お客様へのご案内（募集型企画旅行【抜粋】）
６．お客様による旅行契約の解除

１．募集型企画旅行契約
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。
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。

２．旅行の申込み
（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

５０万円以上

３０万円以上
５０万円未満

お申込金

１０万円以上
旅行代金まで

５万円以上
旅行代金まで

１５万円以上
３０万円未満

１０万円以上
１５万円未満

３万円以上
旅行代金まで

２万円以上 代金の２０％～
旅行代金まで 旅行代金まで

１０万円未満

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。

４．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
「確定書面」といいます）をお渡しいたします。

【旅行開始前】
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。
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）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。

旅行開始日の
前日から起算して（さかのぼって）
取消日

取消料率

２１日以前

２０日～
８日前

７日～
２日前

無料

２０％

３０％

前 日

当 日
（出発前）

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。

７．当社による旅行契約の解除
当社は次に揚げる場合において旅行開始前に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
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。
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。

５．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日前日から起算して２１日前までにお支払いください。
【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。
・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。

この旅行条件は、平成２９年９月１日を基準としています。
総合旅行取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの
説明にご不明な点がございましたら、当社の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

