円
（3 名１室）
円
（2 名１室）
円
（1 名１室）

最少催行人員 10 名

特別な研修を受けた
アテンダントが
旅をサポ�ト

円
（4 名１室）

贅を尽くす旅！
最高のおもてなしの
デラックスバス

180,000
183,000
188,000
216,000

﹁ゆいプリマ﹂でめ ぐ る

旅行代金
（お一人様）

歴史ある古湯

3/ 22（火）

有馬温泉 ＆
城崎温泉

出発日

１７名様
限定！

姫路城を
【世界遺産】
ガイド付き見学

２日目は早目のチェックインで
風情溢れる城崎温泉街散策などを
お楽しみ下さい。

傘松公園から
日本三景天橋立を一望

ゆいプリマ…

木をふんだんに使った
ゆったりシート

サービスカウンターや
温水洗浄トイレ付化粧室を設置
同行：バスアテンダント
添乗員

利用バス会社：神姫観光（株）
経験豊かな「ゆいプリマ」専属ドライバー・アテンダントが乗務致します。

旅行企画実施

受託販売

観光庁長官登録旅行業 第2012号 （社）全国旅行業協会会員

https://www.michinoritravel-tohoku.jp
本社営業企画部 〒020-0124 岩手県盛岡市厨川1-17-18

総合旅行業務取扱管理者：相馬高広

営業時間 月〜金9：00〜17：00／
日祝定休・当面の間土曜も休業致します

座席には折り畳み式の
テーブルを設置

クルーズトレイン「ななつ星 in 九
州」などを手がけた水戸岡鋭治氏
がデザイン。
3 列シート座席数18席と前後のス
ペースも余裕があり快適。
車内後方のサービスカウンターで
は、飲み物のご提供も。

みちのり東北

お問い合せ・お申込み

3 日目

宿泊

ホテル

●傘松公園から

日本三景天橋立を一望

●三田屋本店で黒毛和牛

︶

ロ�スステ�キのランチ

︵

︶

35

神戸空港

いわて花巻空港︵
16

F
D
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4
5

贅を尽くす旅！
最高のおもてなしの
デラックスバス

朝 昼 夕

﹁ゆいプリマ﹂でめぐる

夕

歴史ある古湯

35

乗車した瞬間から感動が始まる
﹁上質な﹂バスの旅

14
︶

神戸空港

いわて花巻空港︵

︶

F
D
A
8
4
6

有馬温泉 ＆
城崎温泉

１日目
︵

●有馬温泉︵宿泊︶

夕食は部屋食︵高座椅子対応︶でご堪能下さい�
※

ホテル

︻
● 世界文化遺産︼
姫路城をガイド付き見学

●酒蔵見学と和食膳のランチ

風情溢れる温泉街散策などをお楽しみ下さい�
※
夕食は部屋食︵高座椅子対応︶でご堪能下さい�
※

●城崎温泉に早目のチ��クイン︵宿泊︶

2 日目

１泊目

有馬グランドホテル（和室）
眺望に優れた高台に立地し、眼下に
有馬温泉街を見下ろす絶景のホテ
ル。９階最上階を占有する展望大浴
苑「雲海」からの景色は壮観！

朝 昼
２泊目

「ゆいプリマ」デザイナー

西村屋ホテル招月庭（和室）

水戸岡 鋭治 氏

森林に囲まれた５万坪の大庭園を

（株）
ドーンデザイン研究所主宰
インダストリアル・デザイナー
イラストレーター・プロデューサー

© 白鳥真太郎撮影

日本海の魚貝や但馬牛を使
有する。
った料理や、野に遊ぶ趣の湯舟で寛
げる露天風呂が自慢の宿。

建築・鉄道車両・グラフィック・プロダ
クトなど様々なジャンルのデザインを行う。
なかでもＪＲ九州の駅舎、鉄道車両のデザ
インは、鉄道ファンの枠を超え広く注目を
集め、
ブルネル賞・ブルーリボン賞など多
くの賞を受賞。

イメージ

※バス座席の配列上、申し込み順によってはグループ内での配席が前後になる場合もございます。あらかじめご了承願います。

ご旅行条件（ 要約 ）

申込の際は必ず旅行条件書（全文）をお受け取り頂き事前に内容をご確認の上でお申込み下さい

１. 募集型企画旅行契約

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
この旅行は（株）みちのりトラベル東北（以下「当社」という） 方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成
が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加
立するものとします。
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 （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
になります。又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレッ
他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面
ト等）の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条 （以下「契約書面」といいます）をお渡しいたします。
（当パンフレ
件、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画
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
旅行契約の部）」
によります。
す）
当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲
２. 旅行の申し込み
は、
当契約書面に記載いたします。
（１）申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下
記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
お申込金は旅
４. 通信契約
行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り
当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会
扱います。
またお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必
社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」
といいま
要とする場合には、お申し込みのときにお申し出ください。可
す。）のカード会員（以下「会員」
といいます。）
より所定の伝票へ
能な範囲内で当社はこれに応じます。
の「会員」の署名なくしての旅行代金等のお支払いを受けるこ
（2）
当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によ
とを条件に
「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の
るお申し込みを受け付けます。
この場合予約の時点では契約
通信手段による」申し込みを受ける場合があります。
（受託旅行
は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した翌日から起
業者により当該取扱が出来ない場合があります。
また取扱可
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。
能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。）

お申込金（お一人様）
旅行代金

（おひとり様）

お申込金

５. 旅行代金のお支払い

3万円未満 6万円未満 6万円以上

5,000円

10,000円 20,000円

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かかわらず、当社が契約の締
結を承諾する旨の通知を発したとき成立するものとします。

旅行代金は旅行開始日の 15 日前までにお支払い下さい。
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（注釈のないか
ぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。
●添乗員が同行するコースでは、
この他に添乗員経費、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
払戻しいたしません。
（行程に含まれない交通費等の諸費用及
び個人的費用は含みません）

６. お客様からの旅行契約の解除（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（あるいは申込金）から所定の取消
料を差し引き払い戻しいたします。
申込金のみで取消料がまか
なえないときは、その差額を申し受けます。
（なお、表でいう取消
日とは、
お客様が当社及び旅行業法で規
定された「委託営業所」
〔以下「当社ら」
といいます。〕のそれぞれ
の営業日、営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を
基準とします。）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
１．21日前にあたる日以前の解除
無料
（日帰り旅行にあっては11日目）
2．20日前
（日帰り旅行にあっては10日目）
旅行代金の20％
にあたる日以降の解除
（3〜6除く）
3．7日前にあたる日以降の解除
旅行代金の30％
（4 〜6除く）
旅行代金の40％
4．旅行開始日の前日の解除
旅行代金の50％
5．
当日の解除（６を除く）
6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

７. お客様の責任

（１）お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、
当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
（2）
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権
利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努め
なければなりません。
（ 3 ）お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サー
ビスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地
において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申
し出なければなりません。

８. 特別補償

当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型
企画旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、お客
様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってそ
の生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害につい
て、
あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

９. 基準期日

この旅行条件は、令和３年 11 月 29 日現在を基準として
います。
また、旅行代金は令和３年 11 月 29 日現在の有効
な運賃・規則を基準としています。
■個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際にお申込書にご記入いただいたお
客様の個人情報（氏名・住所・電話番号など）について、
お客様との連絡、お申込いただいたご旅行における運送・
宿泊機関等の提供するサービス手配の為の手続きに必要
な範囲内で利用させていただきます。
■国内旅行保険への加入について
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や
事故・盗難に備えて、国内旅行傷害保険にご加入されるこ
とをお勧めします。
お客様各位
添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、
お客様と同行させ
ていただきます。
なお、
労働基準法の定めからも勤務中一
定の休暇時間を適宜取得させることが必要ですので、
お客
様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。
また、
「バ
ス乗車中は、
シートベルト着用」
をお願いいたします。

