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ソムリエと行く
テロワールを探す旅
― バスツアー i n 早 池峰・大迫 ―

コラボツアー

北東北ワインの産地への旅。
第一弾は岩手、早池峰へ。

rakra 2019.5・6月号に
掲載されています。

ワインぶどうを育むテロワールを巡ります。

コース番号

開催日時

旅行代金

2019年

7 月7日（日）

日帰りバスツアー

事

朝× 昼× 夕○

最少催行人員

25名

利用バス会社

岩手県北バス

申込締切

07:00

6月28日
（金）

大迫町岳着 シャトルバスで小田越登山口へ
小田越登山口から山頂を目指す
12:30

頂上着（昼食）

15:15

小田越登山口着

16:30

添乗員

エーデルワイン着

・工場見学、買い物
・希望者は入浴可能（工場見学、買い物等の時間に
ご利用下さい）

全行程同行します

※締切前でも定員に達した場合
締め切りとなります。

盛岡駅集合
盛岡駅発（途中トイレ休憩）貸切バス

10,800

バス代（往復）、夕食代、山岳ガイド代

食

日 程

お一人様
円
（20歳以下は参加不可）

料金に含まれるもの／貸切バス代、早池峰シャトル

7105

17:30

夕食 ベルンドルフにて（ビュッフェ）
20 種類以上のワインをお楽しみいただけます。
ソムリエ 松田宰 氏のワインのお話

19:00

エーデルワイン発

20:00

盛岡駅着
※スケジュールは、変更になる場合があります。

2

1「ワインシャトー大迫」
.
でショッ
ピングを。2. テイスティングルー

ムでお気に入りのワインを見つけ
よう。
1

裏面を確認の上お申し込み下さい
企画旅行・
実施

レストラン
ベルンドルフで夕食
ビュッフェスタイルの料理とワ
インビュッフェ。※ソムリエに
よるワインのレクチャーを聞
きながら、20種類以上のワイ
ンをお楽しみいただけます。

写真はイメージです。

TEL 019‑601‑9991

岩手県盛岡市青山二丁目2-8 営業時間／9：30〜17：30 定休日／土・日・祝日・年末年始 青山駅「青山南口」改札すぐ！

（一社）全国旅行業協会 会員 観光庁長官登録旅行業 第1966号 総合旅行業取扱管理者 大下 幸夫

HPからのご予約もご利用ください

IGR

本ツアーは早池峰山登山を含みます。下記を必ずお読みいただきご参加ください。
●歩行時間の目安：約 5.5 時間（上り約 3 時間、
頂上にて昼食・休憩約 45 分、
下り約 2.5 時間）
●標高差：約 700 ｍ（小田越え登山口 1,220 ｍ〜頂上 1,917 ｍ）
●コース難易度：中級向け ●体力・技術難易度：中級向け

※転倒・滑落等の危険個所が部分的にあり、一部鎖、梯子、岩場があります。
※難易度は（社）全国旅行業協会ガイドラインに定めるコース難易度に準じています。

●必要装備品：昼食、飲み物、登山靴、防寒ジャケット、雨具（防水透湿性のよいもの）

お申し込みのご案内 ※必ずお読みください
【旅行参加条件】
20 歳以上で、当該コースに求められる体力・技術難易度を満たしている方
【旅行解除について】
旅行開始後でも旅行参加をご遠慮いただく又は旅行を解除する場合がご
ざいます。
旅行者が参加条件を満たしていないことが分かった場合
旅行者に、病気、けが、飲酒などにより健康上や安全上の問題がある場
合や装具に不備がある場合、その他日程消化に支障があると添乗員が判
断した場合
旅行者が、ガイド・添乗員等、引率者の指示に従わない場合
旅行者に体調の急変、けが、飲酒などにより健康上や安全上の問題が生
じた場合
【旅のご注意】
原則雨天でも実施致しますが、当日のガイドの判断によりコース変更、
中止の場合がございます。 安全最優先で行動致しますので、皆様のご
理解とご協力をお願い致します。
登山そのものは自己責任の範疇です。楽しい旅行にするようガイドや
添乗員の指示に従い、植物の採取をしない、動物に食べ物を与えない、

喫煙は指定された場所で周囲の方に配慮するなど山のルールを順守し
ましょう。
【集合・解散場所までの交通機関のご案内】
当日集合・解散駅まで 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」のご利用をお勧め致します。
【バス座席に関して】お座席は弊社にて指定させて頂きます。
【その他のご案内】
運輸・観光機関のスケジュール変更・内容変更・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ござい
ます。
掲載写真・イラストは全てイメー
ジです。
申込み締切日前でも募集人員にな
り次第、募集を締め切らせて頂き
ます。
その他につきましては、「ご旅行条
件」をご覧いただくか、銀河鉄道観光
までお気軽にお問い合わせ下さい。

募集型企画旅行ご旅行条件（抜粋） ※お申込の際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を事前にご確認の上お申し込みください。
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

3 万円未満

3 万円以上
6 万円未満

お申込金

6,000 円〜
旅行代金まで

12,000 円〜
旅行代金まで

6 万円以上
10 万円未満

10 万円以上
15 万円未満

15 万円以上

20,000 円〜
旅行代金まで

30,000 円〜
旅行代金まで

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。
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。
取消料（おひとり）
宿泊付旅行

国内旅行取消日区分

国内旅行

（バス旅行を除く）

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

旅行開始日の

バス旅行

日帰り旅行

20 日目〜 15 日目

20%

―

14 日目〜 11 日目

20%

20%

―
―

10 日目〜 8 日目

20%

20%

20%

7 日目〜 2 日目

30%

前日

40%

当日の集合時間まで

50%

旅行開始後の取消または無連絡不参加

100%

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 31 年 1 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。

岩手県盛岡市青山二丁目2-8

旅行企画・実施

営業時間／9：30〜17：30
定休日／土・日・祝日・年末年始

TEL 019-601-9991

（一社）全国旅行業協会 会員

青山駅
「青山南口」
改札すぐ！
HPからのご予約も
ご利用ください

観光庁長官登録旅行業 第1966号

http://igr-t.jp

総合旅行業取扱管理者 大下 幸夫

https://www.facebook.com/igrtourist/

