銀河ハイキング
■参加方法
参加をご希望の方は各回開催日の７日前までに①電話でのお申込み「銀河鉄道観光」☎019-601-9991また
は、②ファクシミリでのお申込みFAX019-601-9996(開催日、参加者全員のお名前、ご住所、連絡先電話番
号≪携帯≫、オプションのご利用有無を明記)へお申し込みのうえ、開催日の３日前までにご参加代金(ご旅行代
金)を指定口座※へお振込みいただくか、銀河鉄道観光カウンター(青山駅南口改札外)へ、ご持参ください。
当日は弁当・飲み物・雨具・救急薬品等をご持参の上、集合場所へ直接お越しください。
※指定口座等案内書を、お申し込み後に郵送します。
■当日の中止・決行のお問い合わせ
午前7時以降 IGRいわて銀河鉄道営業部 ☎080-9253-0307
■「歴史街道を歩く」全般に関するお問い合わせ
IGRいわて銀河鉄道営業部・銀河ハイキング担当 ☎019-601-9995
（9時00分～17時30分／土・日・祝日除く）
■参加についてのお願い
・健康状態のすぐれない方は参加をご遠慮ください。ご自分の体力、体調をチェックされたうえでご参加くださ
い。
・係員の指示、および注意事項は必ず守ってください。
・参加者のけがや他に与えた損害などについては、当社は一切の責任を負いません。
・万一事故が生じた場合の費用は参加者負担になります。
・天候の急変など主催者の判断によりコースを変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「国指定史跡奥州街道ガイドの会」がご案内しますので、
初めての方でも、お一人様でも安心してご参加いただけます。
【参加費(旅行代金)】 (第３回除く)
お一人様
中学生以上
1,000円
小 学 生
500円
幼
児
無
料

参加者プレゼント

各回とも１名様から催行します。
また、全行程添乗員が同行します。

出発地「ＩＧＲいわて銀
河鉄道」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!!
※第３回除く

オリジナル通行手形(イメージ)

ご希望日の7日前までにお申し込みください。ただし、定員になり次第締め切ります。
お客様へのご案内（募集型企画旅行）
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。

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。
最小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。

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

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。

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

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、令和2年3月１日を基準としています。

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

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。

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。

【受託販売】
このツアーのご相談・お申込先は下記販売店をご利用ください。

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。
旅行開始前

旅行開始日の前日から起算して
旅行開始日の
（さかのぼって）
前日
１０～８日前 ７日前～前々日
取消料率
２０％
３０％
４０％
取消日

当日
（旅行開始前）

旅行開始後
及び
無連絡不参加

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。

IGR

検索

第一回 「北上川源泉の地 弓弭（ゆはず）の泉伝説を行く」
弓弭（ゆはず）の泉から御堂・馬羽松一里塚まで

４月２9日(祝) 集合場所 御堂駅 集合時間

コース番号 8469

９：３０～１０：００

御堂駅⇒奥中山高原駅
食事 ― ― ―

集合に便利な電車 盛岡駅9:12発→御堂駅9:50着 二戸駅8:49発→御堂駅9:19着
旅程管理者：全行程同行
歩行距離 約８㎞
コース 御堂駅(スタート受付)→弓弭（ゆはず）の泉→御堂観音→御堂・馬羽松一里塚→奥中山高原駅(ゴール)

第四回 「奥州街道難所の山郷を行く」
小繋・塚平二つの一里塚と番所跡を伝える村落

コース番号 8472

７月5日(日) 集合場所 小繋駅 集合時間 ９：５０～１０：１０

コース番号 8470

５月１7日(日) 集合場所 小鳥谷駅 集合時間 ９：５０～１０：２０

小鳥谷駅⇒小鳥谷駅
食事

― ― ―

集合に便利な電車 盛岡駅9:12発→小鳥谷駅10:10着 二戸駅9:38発→小鳥谷駅9:49着
旅程管理者：全行程同行
歩行距離 約８㎞
コース 小鳥谷駅(スタート受付)→藤島のフジ→五月舘の追分石→高屋敷集落→川底一里塚→朴舘家住宅→
→小鳥谷駅(ゴール)

川底一里塚

第三回・番外編 「史跡と古道・南部町の奥州街道を歩く」
ご案内：南部町教育委員会 昼食付・バス移動を伴います
IGRフリーパス・御城印付き

６月7日(日) 集合場所 金田一温泉駅

集合時間 １０：３０

旅程管理者：全行程同行

ヨノ坂

第五回 「奥州街道標高最高の地を行く」
摺糠集落から青面金剛像塔まで

８月23日(日) 集合場所 奥中山高原駅

塚平一里塚

朴舘家住宅
コース番号 8471

金田一温泉駅⇒
金田一温泉駅
食事 ― 弁 ―

集合に便利な電車 盛岡駅9:12発→二戸駅10:21発→金田一温泉駅10:28着
旅程管理者：全行程同行
歩行距離 約8㎞
コース 金田一温泉駅(スタート受付)==(バス移動)==馬暦神社(三戸町)《下車》唐馬の碑===ここから徒歩===

コース番号 8473

奥中山高原駅⇒奥中山高原駅

集合時間 １０：００～１０：１０

集合に便利な電車 盛岡駅9:12発→奥中山高原駅9:56着 二戸駅9:38発→奥中山高原駅10:04着
歩行距離 約１１㎞
コース 奥中山高原駅(スタート受付)→摺糠集落→明治天皇御休憩之跡→奥州街道標高最高地点→
軽井沢プラザ→青面金剛像塔→旧中山一里塚→奥中山高原駅(ゴール)

明治天皇御休憩之跡
藤島のフジ

― ― ―

馬羽松一里塚

御堂観音

第二回 「渓谷沿いの古道を行く」
美しい山並みや農村景観を辿る

食事

集合に便利な電車 盛岡駅9:12発→小繋駅10:04着 二戸駅9:38発→小繋駅9:55着
歩行距離 約１０㎞
コース 小繋駅(スタート受付)→延命地蔵堂・長楽寺→小繋集落→小繋御番所跡→小繋一里塚→
→ヨノ坂→塚平一里塚→小繋駅(ゴール)

小繋一里塚
弓弭（ゆはず）の泉

小繋駅⇒小繋駅

食事

旅程管理者：全行程同行

奥州街道標高最高地

第六回 「奥州街道の坂を行く」
野中一里塚跡から荷坂、白子坂を経て諏訪野一里塚跡まで

― ― ―

青面金剛像塔
コース番号 8474

９月20日(日) 集合場所 一戸駅 集合時間 ９：４５～１０：２０

一戸駅⇒小鳥谷駅
食事

― ― ―

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
旅程管理者：全行程同行
歩行距離 約８ｋｍ
コース 一戸駅(スタート受付)→諏訪野一里塚跡→野中一里塚跡→御所野縄文公園※御小姓神社→関屋大日堂の板碑→
→白子坂→荷坂→小鳥谷駅(ゴール) ※御所野縄文博物館には入館しません

府金板→地獄澤→一里塚→馬場坂→本三戸八幡宮→阿部安信の宝篋印塔→追分石→明治天皇御休憩所
→若宮八幡宮→聖寿寺館跡→南部利康霊屋→史跡聖寿寺館跡案内所(昼食)→平良ヶ崎城跡→南部分庁舎
===(バス移動)===相内観音==金田一温泉駅(15:20)《下車》
野中一里塚跡

御小姓神社

第七回 「奥州街道沿いの国指定文化財を訪ねる」
宿場町一戸宿から浪打峠まで

コース番号 8475

１０月18日(日) 集合場所 一戸駅 集合時間
馬暦神社

ご旅行代金

5,800円

おとな・こども同額

(旅行代金に含まれるもの：IGR運賃、貸切バス代、昼食代、施設入場料)
最少催行人数：２０名 定員：４０名
画像はすべてイメージです

一戸駅⇒二戸駅

９：５０～１０：２０

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
歩行距離 約１２㎞
コース 一戸駅(スタート受付)→一戸宿→八坂神社→小枝八幡宮の板碑→萬代館→実相寺のイチョウ→
浪打峠一里塚→浪打峠→浪打峠の交叉層→二戸駅(ゴール)

阿部安信宝篋印塔

白子坂

食事

― ― ―

旅程管理者：全行程同行

国重要文化財南部利康霊屋

画像提供 一戸町教育委員会、南部町教育委員会、国指定史跡奥州街道ガイドの会

※表示のコースは、事情により予告なく変更する場合があります。

浪打峠一里塚

浪打峠の交叉層

実相寺のイチョウ

