あなたの旅が地域を元気にする！

601-9991

電話番号はお間違いなく！

お問い合わせ
お申し込みは

☎019営業時間

コース番号
６８９０

1名様より受付

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

2019年４月号

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）

三陸鉄道リアス線開通記念～釜石・宮古～
震災を乗り越え、
守りぬかれた歴史と文化を地元ガイドと訪ねる

✿「釜石てっぱんマップ」の編集長とブラかまいし♪
よく見ないと気づかない路上のそこかしこに眠る街の記憶を辿ります！
✿3月23日に8年ぶりにリアス線開通！
東日本大震災以降不通になっていたJR山田線宮古～釜石間が運転を再開
します。本ツアーでは、復興の鉄路〔釜石～陸中山田間〕に乗車します。
✿陸中山田駅で降車して、お昼は海鮮丼で腹ごしらえ♪
そのあとは、津波に耐えたといわれる県指定天然記念物『大沢の臥龍梅』
を見に行きます。
✿『盛合家住宅主屋』と『盛合氏庭園』の見学！
座敷など江戸時代のまま残っている、鮭の資源を地域の人々と共に守り
抜いてきた陸中海岸を代表する名家です。(国登録有形文化財・記念物)
✿旧東屋酒造店で昭和の宮古の発掘映像とカフェタイム☕
旧酒蔵は、現在特設シアター「シネマ・デ・アエル」として映画上映会
等文化の発信基地として活用されています。(国登録有形文化財)

【出発日】

申込締切：4月8日

【旅行代金】お一人様
【行程表】

★ 添乗員： 全行程同行 ★ 食事： 朝 × 昼 ○ 夕 × ★ 利用バス会社： 岩手県北自動車

盛岡駅(7:20発) === 釜石市内中心部（まちあるき）…釜石駅+++（三陸鉄道リアス線）
+++陸中山田駅 … 昼食（海鮮丼）===大沢の臥龍梅===観光物産館とっと（お買物）===
盛合家（見学）===旧東屋酒造店（見学）===盛岡駅(18:00頃）

コース番号
６７７９
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★梅は開花状況によって見られない場合があります
★当日IGRをご利用のお客様は当日のみご利用可能な「IGRフリー
乗車票」を別途販売致します。(大人1,000円/小人500円)ご利用
の方は申し込みの際にお知らせください。
★歩きやすい靴、服装でご参加ください。

雄勝郡会議事堂記念館
（イメージ）

大人のための北東北情報誌「rakra」とのコラボツアー第三弾

今回は、湯沢市ジオパークガイドの案内に導かれて“秋田県湯沢市”を巡ります。
環境庁の日本名水100選に選ばれた「力水」を汲んで、ツアーに出発！
rakra「みちのく遺産」で取り上げた「雄勝郡会議事堂記念館」や、12代続く湯守
りの旅館「多郎兵衛旅館」にて皆瀬牛の昼食を頂きます。現地ジオガイドによる
小安峡の大噴湯見学、デザートに温泉熱低温殺菌の牛乳ソフトを頂きます。市指
定天然記念物の「おしらさま枝垂れ桜」を地元協議会の案内で見学したら、協議
会の有志によるお漬物・お茶のお振舞で一服を。
道の駅おがちで買い物をして盛岡駅へ帰る、盛りだくさんのツアーです！

おしらさま枝垂れ桜
（イメージ）

【出発日】2019年4月27日(土) 日帰り 申込締切：4月17日
【旅行代金】お一人様 10,500円 （大人・小人同料金）
★添乗員同行
★食事 朝× 昼○ 夕× （最少催行人員15名）
【旅行代金に含まれるもの】貸切バス代、食事代(昼食、ソフトクリーム)、ガイド代
★利用バス会社:三八五バス

≪行程≫盛岡駅(8：00)===力水…雄勝郡会議事堂記念館===
小安峡 ①昼食：多郎兵衛旅館で皆瀬牛 ②小安峡大噴湯の
見学===栗駒フーズ：低温殺菌牛乳ソフト===白山神社：おし
らさま枝垂れ桜、地元協議会による案内、お振舞===道の駅
おがち(お買い物)===盛岡駅(18：30頃)

小安峡大噴湯
（イメージ）

左/栗駒フーズ
「牛乳やさんのソフトクリーム」
右/皆瀬牛ランチ（イメージ)

★桜は開花状況によって見られない場合があります
★当日IGRをご利用のお客様は当日のみご利用可能な「IGRフリー乗車票」を別途販売致
します。(大人1,000円/小人500円)ご利用の方は申し込みの際にお知らせください。
★雪が残っている場合がございます。また外の散策が多いため、滑りにくい靴、防寒具
をご持参ください。

※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

りんごの花（イメージ）
コース番号
6911

フルーツの里にのへ

【出発日】2019年5月11日(土) 日帰り 申込締切：5月8日
【旅行代金】大人お一人様 5,900円 小人 ４，９００円
■添乗員／全行程同行

■食事／朝× 昼× 夕× （最少催行人員15名）

含まれるもの／行程内のＩＧＲ乗車代・貸切タクシー代・体験料・スイーツ代・ガイド代

スイーツ（イメージ）

りんごの産地二戸市金田一地区で、斜面一面のりんご畑で花摘み体験！りんご農家の中里さん
家のこびる（りんごパンやりんごジュース）をお振舞♪帰りは、ＩＧＲいわて銀河鉄道車内で
沿線の案内を聞きながら、かわいい列車の小箱に入ったスイーツを食べるスペシャル企画です。
春のうららかなフルーツの里をお楽しみください。
≪行程≫盛岡駅(11：09発)+++(IGR途中乗車可)+++金田一温泉駅・・・（約2キロ30分）
・・・権七園（りんごの花摘み体験・お振舞あり）・・・座敷童伝説の緑風荘・亀麿神社
（見学）・・・馬淵川沿い散策 === 金田一温泉駅+++(スイーツ列車：いわて沼宮内以南
途中下車可)+++盛岡駅（16：53着）
凡例：+++鉄道 ・・・徒歩 === 貸切タクシー

[例年の花の見頃]
★雨天決行

5月上旬(育成状況は、天候等により異なる場合があります。
花摘み体験が摘果体験に変更となる場合があります)

歩きやすい服装でご参加ください。
りんご農園（イメージ）

各コース共通のご案内

【凡例】 ===貸切バスまたはタクシー +++鉄道 ・・・徒歩 【こどもに関して】 （小人・小学生 幼児3歳以上小学生未満 乳児0～3歳未満） 1. 小人は、記載のない限りおとな同額
となります。 2. 幼児・乳児は無料です。ただし食事・バス及び車両お座席のご用意はございません。 【途中離団に関して】 1. 途中離団される場合でも差額のご返金はございません。また、離団された後の
交通費等は含まれておりません。 【バスのご案内】 1. 観光バス（バスガイドなし）利用となります。催行人員に応じ、バスの大きさは異なります。 2. 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. 掲載写真はすべてイメージです。

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。

３万円以上
６万円以上
１０万円以上
３万円未満
１５万円以上
６万円未満
１０万円未満
１５万円未満
６，０００円～
１２，０００円～ ２０，０００円～ ３０，０００円～ 代金の２０％～
お申込金
旅行代金まで
旅行代金まで
旅行代金まで
旅行代金まで
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。
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。
旅行代金

※ お申込の前にご一読ください。
国内旅行 取消日区分

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

取消料(おひとり)
宿泊付旅行
国内旅行
バス旅行
(バス旅行を除く)
20%
20%
20%

日帰り旅行

―
20%
20%
30%
40%
50%
100%

―
―
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。
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。
この旅行条件は、２０１９年１月１日を基準としています。

【お問い合わせはこちらまで】

Ｆacebookも発信中！

