
三陸鉄
道フリー

パス（２日間利用可）＆三陸高速バスモニターツアー

仙台   宮古｜気仙沼仙台   宮古｜気仙沼
三陸高速バス

三陸鉄道2日間フリーパス三陸鉄道2日間フリーパス

◆旅行のお申込みと契約の成立時期
⑴所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込みください。お申
込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取扱いま
す。また旅行契約は、当社が予約を承諾し、申込金を受理した時に成立するも
のとします。

⑵当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による国内募集型企画旅
行の予約を受付ます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日
の翌日から起算した３日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。

◆旅程管理
添乗員・現地係員は同行しません。ご旅行に必要
な旅程表・チケット類をお渡しいたしますので旅
行中の手続きはお客様ご自身で行って下さい。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱
う営業所での取引に関する責任者です。この旅行
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が
あれば、ご遠慮なく記載の旅行業務取扱管理者
にお訪ねください。
◆旅行条件
この旅行条件は2021年1月5日を基準としてお
ります。

◆取消料
お申込み後、お客様のご都合により、お取消しの場合、下記の料率で取消料を申し受けます。
※日帰りの場合、旅行開始日の10日前～8日前は旅行代金の20％、7日前以降は下記料率となります。

◆個人情報の取扱い
お申込みいただいた旅行の手配の為に必要な範囲内で、お客様、運送･宿泊機関等への連絡のために、個人情
報を利用させていただきます。当社及び当社グループ各社の旅行商品、運送・宿泊サービス等のご案内をお客
様にお届けするため、また、これらの旅行商品及び運送・宿泊サービス等に関してお客様にアンケートをお願い
するためにも、お客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
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旅行代金
（おひとり樣） 1万円未満

1万円以上
5万円未満

５万円以上

お申込金 3,000円 10,000円 20,000円 30,000円

国内
の
場合　

旅行開始前の前日から起算して 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 開始後の解除
無連絡不参加20日前～8日前 7日前～2日前

旅行代金の 20％ 旅行代金の 30％ 旅行代金の 40％ 旅行代金の 50％ 旅行代金の100％

三陸鉄道㈱：観光庁既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業

6,000円～8,000円
（火曜日出発6,000円、 土曜日出発8,000円）

モデルコース

１日目

宿泊先　　　《三鉄フリー乗車券で沿線見どころを自由散策、又は本州最東端魹ケ崎トレッキングツアーバス（別料金）をお楽しみください》
道の駅宮古シートピアなあど（15：50）　宮古駅前（16：00）　山田駅前（16：30）　気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ（18：05）　仙台駅東口（20：10）

２日目

ツアー設定日　ご宿泊は１泊２食付、２館どちらも２名様以上１室利用となります。

モニターツアーセット券

宮古支店 ℡.0193-62-4811
観光庁長官登録旅行業第 2012号

〒027-0083　岩手県宮古市大通 4-5-3
総合旅行業務取扱管理者／佐々木尚敬

みちのり東北 検索
お問合せ・
お申込みは

●浄土ヶ浜旅館
［2021年火曜日発］❶10/26  ❷11/ 9   ❸11/16
　　　　　　　　 ❹11/23  ❺12/14  ❻12/21
             2022年 ❼ 1 /18  ❽ 1 /25
［2021年土曜日発］❶10/23  ❷11/ 6   ❸11/13
　　　　　　　　 ❹11/20  ❺12/ 4   ❻12/18
             2022年 ❼ 1 / 8   ❽ 1 /22

浄土ヶ浜まで車で10分、おもてなしが自慢の宿
です。 ●休暇村陸中宮古

［2021年火曜日発］❶10/26  ❷11/ 9
　　　　　　　　  ❸11/16  ❹11/23
　　　　　　　　  ❺12/14  ❻12/21
             2022年 ❼ 1 /18  ❽ 1 /25

雄大な三陸海岸のど真ん中、体験観光も取り揃えています。

宿泊券宿泊券浄土ヶ浜旅館または
休暇村陸中宮古
浄土ヶ浜旅館または
休暇村陸中宮古

7,000円

浄土ヶ浜旅館

休暇村陸中宮古

【モニターツアー参加条件】アンケートにご協力お願いします。

仙台駅東口（8：00）　　　三陸高速バス　　　気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ（10：05）　　　山田駅前（11：40）　　宮古駅前（12：10）　　
　　宮古シートピアなあど（12：20）　　　《宮古到着後、三鉄フリー乗車券で沿線見どころを自由に散策。その後、宿泊先へ各自移動》



3,500円
約4時間10分

（宮古市内～仙台駅東口の場合）

片道
大人

公共交通機関
最安値！

三陸高速バス

予約不要!! 毎日運行 乗り換え無しの直行便

【実証運行期間】2021年10月22日（Fri）　 2022年1月31日（Mon）

詳しい時刻・
運賃はこちら

KESENNUMA

MIYAKO

SENDAI

宮古市内ホテル【休暇村陸中宮古 ・ 浄土ヶ浜パークホテル ・ 浄土ヶ浜旅館】経由（8：00頃発）　　　宮古駅前（8：40発）
　　姉吉キャンプ場（9：30）　　トレッキング（4㎞/約70分）　　　本州最東端！魹ヶ崎灯台（10：50～11：20）　
　　トレッキング（4㎞/約70分）　　姉吉キャンプ場（12：40着）　水産体験交流館「えんやぁどっと」（12：55～13：50）
　　宮古駅前（14：30着）　　　　　　　　　　　　　　　　道の駅シートピアなあど（14：40着）
　　宮古市内ホテル（浄土ヶ浜旅館・浄土ヶ浜パークホテル・休暇村陸中宮古）（15：00頃）

高速バスで宮古に来たら行ってみよう！！
宿泊滞在にオススメ！

宮古支店 ℡.0193-62-4811
観光庁長官登録旅行業第 2012号

〒027-0083　岩手県宮古市大通 4-5-3
総合旅行業務取扱管理者／佐々木尚敬

みちのり東北 検索
お問合せ・
お申込みは

●運 行 日／ 10/23・24・29・30・31、
　　　　　　11/3・5・6・7・12・13・14・19・20の計 14回
●旅行代金／【お一人様】1,000 円
●募集人員／ 5 名様（最少催行人員 1名様）
●食事／昼 1回　　●申込締め切り／運行日の3日前

●添乗員／同行　　●トレッキングガイド／同行
●利用予定バス／岩手県北バス
※宿泊は含まれておりません、別途お手配も承ります。
このツアーは「観光庁・既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」による実証運行です。
ご参加のお客様には簡単なアンケートへのご協力をお願い致します。

太平洋の絶景を満喫

高速バス仙台行き15:50に接続高速バス仙台行き16:00に接続

本州最東端重茂半島 　ヶ崎ガイド付きトレッキングツアー

焼ウニ定食
を堪能！

三陸鉄道インフォメーション
割引切符・お得情報 2021年プレミアムランチ列車 秋号（宮古―盛間）運行！
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● 運転日
2021年 10月23・24日、 30・
31日、11月3日、 6・7日、 13・
14日、 20・21日、 23日、 27・
28日
● 運転区間
三陸鉄道リアス線　宮古駅～盛駅
（臨時列車 お座敷車両1両）
● 時　　刻
宮古駅 11時 05 分発～盛駅 13
時 55分着
※途中駅の詳しい時刻は、チラ
シをご覧ください。
● 運賃・料金
乗車区間の乗車券のほかに、座
席指定料金 300円が必要です。

● お弁当
お弁当は以下 3 種類の中からお
選びください。
《A宮古名物！二刀流瓶ドン （磯汁つき）》
　  2,500 円
《B 海の幸満載！特製握り三鉄
寿司（あら汁つき）》
　  2,500 円
《C 具だくさん！いちご煮弁当（磯汁つき）》
　  1,500 円
※お弁当のご予約は、乗車日2
日前の13時までとなります。
【受付開始日】
2021 年 10月 11日（月）
【お申込み・お問合せ先】
三陸鉄道 旅客営業部☎0193-63-7727
（受付時間 9：00～ 17：30）

三陸鉄道では10月23日（土）から、宮古―盛間でプレミアムランチ列車
を運転いたします。三陸鉄道に乗って、三陸の秋をお楽しみください。

  貸切列車
三陸鉄道の車両を貸切でご利用
いただけます。貸切でのご利用
については、こちらをご覧くだ
さい。

  団体運賃
8名様以上のご利用で運賃が割
引になります。

  割引運賃
・障害者割引　・被救護者割引
・運転免許返納者割引

  回数券
・普通回数券　・シルバー回数券
・通院回数券　・金額式回数券
・地域限定特別回数乗車券（釜石
―宮古間）

  企画乗車券
●全線フリー乗車券
盛～釜石～宮古～久慈間で2
日間乗り放題の乗車券です。
●1日フリー乗車券（区間別）
決められた区間が1日間乗り
放題の乗車券です。
●片道途中下車きっぷ
往復はできませんが、ご希望
の区間で途中下車が可能な乗
車券です。
●JR東日本の特別企画乗車券
JR東日本発売の特別企画乗車
券で三陸鉄道に乗れる商品を
ご紹介します。
【きたいわてぐるっとパス】
鉄道とバスを使って、盛岡ー
宮古ー久慈ー二戸をぐるっと
一周できる乗車券です。

トド


