あなたの旅が地域を元気にする！

電話番号はお間違いなく！

お問い合わせ
お申し込みは

601-9991

☎019営業時間

9：３0～17：30 (土日祝・年末年始休業)

ホームページからご予約
FAXご予約

【出発日】平成30年10月18日(木)
【旅行代金】お一人様 7,900円(小人同料金）
含まれるもの／行程内の貸切バス代、昼食代、入園料、ガイド料

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）

コース番号 ｒakra 2018.9-10月号掲載の「みちのく遺産」シリーズとのコラボツアー！
5850

みちのく遺産巡りの旅
～旧池田氏庭園・秋田～

2018年10月号

日帰り

申込締切：10/10

☝ツアーのポイント☝
☝東北の耶馬渓と称される抱き返り渓谷立寄り
☝東北三大地主「池田家」（本家）が築いた名園旧池田氏
庭園(国の名勝）、特別公開時にしか見られない洋館
(国指定重要文化財）2階をツアー貸切りでご案内
☝皇太子殿下も休憩された穆如亭（ぼくじょてい）貸切部屋
にて昼食（松花堂弁当）
☝分家の払田（ほった）家の庭園と柵跡をガイド付でご案内
☝醤油ソフトや豊富なお土産で有名な、安藤醸造立ち寄り

■添乗員／全行程同行 ■食事／朝× 昼○ 夕× ■最少催行人員 15名
≪行程≫盛岡駅西口（8:30発）===抱き返り渓谷（見学）
===旧池田氏庭園、穆如亭（ぼくじょてい）にて昼食
===払田（ほった）分家庭園、払田柵跡===安藤醸造立ち寄り
===盛岡駅西口（17:00頃）
■バス運行会社：三八五バスまたは同等

★紅葉は見られない場合があります。例年の見ごろ時期：10月中旬～11月上旬

分家庭園西門（イメージ）
洋館2階（イメージ）

コース番号：5893
申込締切：10/22

【出発日】平成30年10月27日(土)
【旅行代金】大人お一人様 8,800円
含まれるもの／行程内のＩＧＲ乗車代、貸切バス代、昼食代、ガイド代
■添乗員／全行程同行 ■食事／朝× 昼○ 夕× （最少催行人員20名）

【その１】代々南部藩主から厚く信仰された「呑香
稲荷神社」を拝観。岩手県で初めての私設図書館
「稲荷文庫」を特別見学！【その２】坂の町五戸の商店街
を、お買物しながら地元愛あふれるガイドと町あるき♪【その３】
六戸町でだけ生産されている旨味や歯ごたえが特徴の特別な鶏肉青森
シャモロックザ・プレミアム＃６のランチ！六戸の奥入瀬川流域最古の
家屋「旧苫米地家」で古くから伝わる伝説や歴史のお話を
【その４】一戸町国天然記念物「実相寺のイチョウ」で紅葉観賞！

コース番号：5727

里山のおもてなし in 雑穀の里たるさわ

≪行程≫盛岡駅(7：32発)+++(IGR各駅乗車可)+++二戸駅===呑香稲荷神社
===五戸町（ガイドと街歩き）===六戸町（昼食）===道の駅ろくのへ・旧
苫米地家=== 実相寺のイチョウ===一戸駅+++(IGR各駅降車可)+++盛岡駅
（17：59着）
イメージ
■バス運行会社（ラビット観光）
★動きやすい服装・靴でご参加ください。★雨天決行。雨具をご用意ください。

コース番号：5894

秋の収穫祭・雑穀料理バイキング

❤

とうもろこし＆枝豆収穫体験
とうもろこし5本
枝豆５００ｇ
お持ち帰り付！
申込締切：9/14

【出発日】平成30年9月23日(日)日帰り
【旅行代金】大人お一人様 7,700円 小人 6,400円

【出発日】平成30年10月7日(日) 日帰り
【旅行代金】大人お一人様 7,400円 小人 6,400円

含まれるもの／行程内のＩＧＲ乗車代、貸切バス代、昼食代、体験代
■添乗員／全行程同行 ■食事／朝× 昼○ 夕× （最少催行人員15名）

≪行程≫盛岡駅(9：12発)+++(IGR
各駅乗車可)+++二戸駅===二戸市内
（産直お買物）===田子町（ガー
リックステーキごはんの昼食）===
（最少催行人員15名）
南部町（ぶどう狩り食べ放題60分）
===金田一温泉駅+++(IGR各駅降車
可)+++盛岡駅（16：53着）

含まれるもの／行程内のＩＧＲ乗車代、貸切バス代、昼食代、体験代、入浴代
■添乗員／全行程同行 ■食事／朝× 昼○ 夕×（最少催行人員15名）

≪行程≫盛岡駅(9：12発)+++(IGR各駅乗車可)+++二戸駅=== 産直
（お買物）=== 足沢地区（雑穀バイキングの昼食・収穫体験）===
天台の湯（入浴）===二戸駅+++(IGR各駅降車可)+++盛岡駅（17：59着）
■バス運行会社（ラビット観光）

★動きやすい服装・靴でご参加ください。★雨天決行。雨具をご用意ください。
★天候、収穫状況等により、十分な収穫ができない場合がございます。
★タオル、入浴道具はご持参ください。入浴しない場合でも、差額の返金はござい
ません。（天台の湯は、人工温泉：準天然トロン温泉です。）

申込締切
10/2

■バス運行会社（ラビット観光）

★動きやすい服装・靴でご参加ください。★雨天決行。雨具をご用意ください。
★天候、収穫状況等により、十分な収穫ができない場合、品種が変更となる場合
がございます。

※裏面の＜お客様へのご案内＞をご確認のうえ、お申込みください

コース番号：5929

秋の嵐山

健康ウォーク

食とウォーキングでスマートエイジング！

～森林セラピーロード ＆ セラピーランチ～

【出発日】平成30年10月23日(火) 日帰り
【旅行代金】大人お一人様 2,000円

（岩手町スポーツ文化センター森のアリーナ集合解散） 申込締切：10/16
含まれるもの／昼食代・ポールレンタル料・受講料 （最少催行人員5名）
森のアリーナ9：45集合…（森林セラピーロードウォーキング約60分）…森の
アリーナ（昼食・抗加齢医学講座・四肢筋バランス体組成測定）13：00解散
※いわて沼宮内駅～森のアリーナまで路線バス（約５分）がございます。バス
時刻については、別途お問い合わせください。
■添乗員／同行しません。現地係員がご案内。■食事／朝× 昼○（弁当） 夕× 講師：宮田恵先生 医師・野菜ソムリエ上級プロ
■総歩行距離：約３㎞ ■総歩行時間：約1時間20分
森林セラピーロードとは、科学的な検証を基にNPO 法人森林セラピーソサエティから認定さ
■起伏あり・未舗装
【１日目】6:45盛岡駅集合(7:10発)＋＋(新幹線)＋＋東京駅乗換(9:47発)＋＋(新幹線)＋＋新大阪駅(12:20着)＋＋＋宝塚・・・
れたエリアや散策路のことで、癒しの効果、病気の予防効果が科学的に認められています。
●歩きやすい服装、履きなれた靴でご参加ください。
宝塚ワシントンホテル「島家」で昼食・・・宝塚大劇場(宙組公演観劇(15:00-18:00)・宝塚歌劇の殿堂見学)・・・宝塚ワシントンホテルチェックイン
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19:00-21:00)泊
【２日目】宿泊地(9:00発)===清荒神清澄寺・・・鉄斎美術館===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(16:23発)＋＋(新幹線)＋＋東京駅乗換(19:20発)＋＋(新幹線)＋＋盛岡駅(21:34着)

コース番号：4978

コース番号：5095

今、南部氏が熱い！各地の専門解説員から学ぶ

旅する南部塾

奥州街道

申込締切：9/25

～第五回～

第六回「奥州街道沿いの国指定文化財を訪ねる」
銀河ハイキング★歴史街道を歩く2018★

宿場町一戸宿から浪打峠まで
●ご案内役 申込締切：10/18
国指定史跡奥州街道ガイドの会

ご案内役
瀬川征吉氏(市民ガイド八戸協会)
滝尻侑貴氏（八戸市博物館）

参加者プレゼント
出発地駅名入り
「オリジナル通行手
形」を参加者全員に
プレゼント!!

八戸根城を本拠とした根城南部氏(八
戸氏、八戸南部氏とも)。根城での活
動を紐解くとともに、八戸から遠野へ
移る様を描いた時代絵巻にも触れる。
浪打峠の交叉層(イメージ)

根城(イメージ)

【出発日】平成30年9月30日(日)

【出発日】平成30年10月21日(日)

催行決定

含まれるもの／行程内の貸切バス代・昼食代・ガイド代・施設入場料

【旅行代金】大人お一人様1,000円 小人500円

【旅行代金】大人お一人様7,300円（一戸駅発着）
（盛岡駅発着

10,300円

八戸駅発着

催行決定

（一戸駅集合解散）（最少催行人員1名）
≪行程≫一戸駅集合時間 9：50～10：20
一戸駅…一戸宿…八坂神社…小枝八幡宮の板碑…浪打峠一里塚…浪打峠
…浪打峠の交叉層…実相寺のイチョウ…一戸城跡…一戸駅
★集合に便利な電車 盛岡駅（9：12発）+++一戸駅（10：15着）
二戸駅（9：38発）+++ 一戸駅（9：44着）

5,800円）

≪行程≫盛岡駅(7：32発)+++（IGR 各駅乗車可）+++ 一戸駅（9：00発）
===清水寺観音堂(是川)===新田城まつり(遠野への出立行列を再現した時代
絵巻)===八食センター（昼食）===根城・八戸市博物館===櫛引八幡宮===一
戸駅（17：58）+++（IGR各駅降車可）+++ 盛岡駅（19：01着）

集合・解散場所に駐車場はありません。IGRをご利用ください。

■バス運行会社（岩手県北バス）
■添乗員／同行 ■食事／朝× 昼○ 夕× （最少催行人員15名）

■添乗員／同行

■食事／朝× 昼× 夕×

<お客様へのご案内＞【IGR銀河ファンクラブ会員】
マークが付いている旅行商品は500円引きにて承ります。【こども料金】（小人：小学生 幼児：3歳以上小学
生未満 乳児：0～3歳未満）１．幼児・乳児は無料です。ただし食事をご希望の場合、もしくはバス座席を1名様でご利用の場合は「小人のご旅行代金」を申し受けま
す。【バスについて】１． 観光バス利用（バスガイドなし）となります。催行人員に応じ、バスの大きさは異なります。２．バスのお座席は、弊社にて指定させていた
だきます。【その他】１．運輸機関のスケジュール変更・天候状況・交通規制・現地道路状況等により、出発・到着時間、行程が変更になる場合があります。２．掲載
写真・イラストはすべてイメージです。その他につきましては、下記の「募集型企画旅行ご旅行条件」をご覧いただくか、係員までお気軽にお問合せください。

≪行程≫の凡例 +++(鉄道）=== 貸切バスまたはタクシー ・・・徒歩

募集型企画旅行 ご旅行条件 (抜粋)
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。

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．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「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１５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。
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。

※ お申込の前にご一読ください。

国内旅行 取消日区分

取消料(おひとり)
宿泊付旅行

国内旅行
(バス旅行を除く)

20日目～15日目
14日目～11日目
10日目～8日目
7日目～2日目
前日
旅行開始日の
当日の集合時間まで
旅行開始後の取消または無連絡不参加

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

20%
20%
20%

バス旅行
―
20%
20%
30%
40%
50%
100%

日帰り旅行
―
―
20%

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。
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３０年８月１日を基準としています。
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。

