2017 年 ５ 月 19 日
ＪＲ東日本秋田支社

“秋田県春の大型観光キャンペーン「さく、さく、あきた」開催中”

各地のまつりや観光に便利な臨時列車を運行します。
６月末まで開催の、秋田県春の大型観光キャンペーン「さく、さく、あきた」
はいよいよラストスパートを迎えます
５月 26 日～28 日は秋田市で「これが秋田だ！食と芸能大祭典」、６月 10 日、
11 日は「小坂町アカシアまつり」など、各地で多くのイベントが開催されます。
ＪＲ秋田支社では、各地のイベントにあわせた臨時列車も運行します。是非、
便利な列車でおでかけください。
１

「食」と「芸能」をお楽しみください！

■これが秋田だ！食と芸能大祭典
期日：５月 26 日（金）、27 日（土）、28 日（日）
会場：アゴラ広場、エリアなかいち、広小路、仲小路
秋田県内の豊かな伝統芸能と食文化が集結したイベント。
迫力の郷土芸能パレード、伝統芸能演舞ステージ、秋田県内
各地のうまいものが大集合したグルメ屋台、県内 25 市町村
自慢の物産や観光ＰＲブースの他、仲小路の及び歩行者天国
では、クラフト市、ストリートパフォーマンスなどが行われます。 写真はイメージです
お問い合わせ先：018-824-1211(これが秋田だ！食と芸能大祭典実行委員会)

５月 27 日（土）は、秋田駅で「秋田駅ふれあいフェスタ 2017 春」を
開催します（詳細別紙）。
なお、秋田駅東口のＡＬＶＥ（アルヴェ）では、５月 27 日（土）と 28 日（日）に「ALVE
WINE＆MUSIC FESTA 2017」が開催されます。27 日（土）は、秋田駅東口～秋田駅～
秋田駅西口～秋田市中心市街地まで、賑わいの空間が続きます。

■男鹿の鯛まつり
期間：５月 15 日(月)～６月 30 日(金)
会場：男鹿市内のホテル、旅館 13 施設
男鹿半島の春の風物詩「男鹿の鯛まつり」が今年も始
まりました! 男鹿市内のホテル、旅館等加盟する 13 施設
で行われます。この時期産卵のため男鹿沖を回遊する「天
然真鯛」は今が旬です。各施設の料理長が腕を振るう"
男鹿の鯛"を存分にご堪能ください!!!
お問い合わせ先：0185-24-4700(男鹿市観光協会)
～日帰りでのご利用や、当日予約が可能な施設もあります～

写真はイメージです

◆ 男鹿半島あいのりタクシー なまはげシャトル
(1) 時刻（男鹿駅から男鹿温泉へ向かう便）
なまはげ便
男鹿駅発
男鹿温泉着
９便
14：45
15：25
11 便
16：45
17：25
(2) 料金
男鹿駅～男鹿温泉 1,500 円
(3)「なまはげシャトル」について
男鹿半島あいのりタクシー「なまはげシャトル」は男鹿の主要観光スポット、男鹿
駅・男鹿温泉郷・なまはげ館・男鹿水族館 GAO・入道崎・五社堂などをつなぐリーズ
ナブルな定時制あいのりタクシーです。ご利用前日の 16：00 までに予約してくださ
い。１名様からご利用可能です。
⑷ お問い合わせ先
男鹿市観光協会 0185-24-4700（受付時間…８：30～17：00）

２ 「アカシアの花」と秋田犬の里へどうぞ
レールパークや「ジパング展示会」で鉄道趣味も満喫できます
■第 34 回小坂町アカシアまつり
期日：６月 10 日（土）、11 日（日）
主会場：小坂町中央公園
小坂町に群生しているアカシアの花が一斉に開花し、町全体が
アカシアの花とその甘い香りに包まれます。歴史的な建造物であ
る康楽館では多彩なステージイベントがお楽しみ頂けます。ま
た、ご当地グルメ「こさかまちかつらーめん」のご賞味はいかが
でしょうか。
アカシアまつりへ是非お出かけ下さい。

写真はイメージです

お問い合わせ先：0186-29-3908(小坂町アカシアまつり実施委員会)

◆ 快速「ジパング秋田犬号」
（全車指定席４両）
快速「ジパング秋田犬号」（ｲﾒｰｼﾞ）
（1）運転日
６月 10 日（土）
（2）運転区間（時刻） 秋田駅（ 9：35 発）～大館駅（11：08 着）
大館駅（16：00 発）～秋田駅（17：38 着）
＊途中停車駅：土崎・追分・八郎潟・森岳・東能代・二ツ井・鷹ノ巣
＊乗車券のほかに指定席券をお買い求めください。

おすすめ旅行商品（団体型）
快速ジパング秋田犬号で行く
第 34 回小坂町アカシアまつりと康楽館演舞鑑賞・舞台裏見学の旅
秋田発着 大人 9,800 円（こども 8,600 円）
秋田駅

大館駅＝＝<貸切バス>＝＝小坂町康楽館（昼食・演舞

<ジパング秋田犬号>

鑑賞・舞台裏見学）
・・・・アカシアまつり会場（自由散策）＝＝<貸切バス >＝＝大館駅
<ジパング秋田犬号>

※予約受付箇所

秋田駅

秋田県内のびゅうプラザ、びゅうプラザ弘前駅、びゅう予約センター

※詳細は専用チラシをご覧ください。

■大館駅「ジパング」車両展示会
大館駅構内で車両展示会を行います。見学時間を指定した整理券を
お配りいたします。指定された時間に集合場所にお集まりいただき、
グループごとにご入場いただきます。（見学無料）

ジパング（ｲﾒｰｼﾞ）

期日：６月 10 日（土）13：00～15：00
場所：大館駅
展示：
「ジパング号」４両編成（485 系改造）
受付：11：30 から大館駅前で整理券配布（先着 500 名）
他イベント…秋田犬によるお出迎え、クイズラリー、プラレール展示、こまち顔出しパネル、
記念きっぷ日付入れ体験、大館曲げわっぱ太鼓によるお出迎え演奏、花善の駅弁
立ち売り（ジパングをモチーフにした特製掛け紙の鶏めし【大館駅限定】
）等

■小坂鉄道レールパーク
大館駅または十和田南駅から秋北バス「小坂」行をご利用に
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なり、
「小坂小学校前」バス停下車、徒歩約 2 分です。
廃線となった小坂鉄道の線路と設備を利用した《観て・学
んで・体験できる》レール遊びの複合施設です。レールバイ
ク乗車体験等の遊びや、全国でもめずらしい貴重な車両の見
学、当時の姿の機関車は懐かしい雰囲気と歴史が感じられま
す。大人から子供まで、だれもが楽しめるレールパークです。
お問い合わせ先：0186-25-8890(小坂鉄道レールパーク)

快速「鉄道満喫号」（ｲﾒｰｼﾞ）

◆ 快速「鉄道満喫号」
（全車指定席２両）
(1) 運転日
５月 27 日（土）
(2) 運転区間（時刻） 秋田駅（ 8：55 発）～十和田南駅（11：18 着）
十和田南駅（17：28 発）～秋田駅（20：24 着）
＊途中停車駅：土崎・追分・大久保・八郎潟・森岳・東能代・二ツ井・鷹ノ巣・早口・大館
＊乗車券のほかに指定席券をお買い求めください。

鉄道満喫号に乗車し、
「小坂鉄道レールパーク」をご利用の場合は、十和田南駅でバスにお
乗換え下さい。
（バス運賃片道 430 円）
（十和田南駅前 11：42 発→小坂小学校前 12：03 着、小坂小学校前 16：08 発→十和田南駅前 16：29 着）

３ その他各地域のイベント等のご紹介
■小町まつり

写真はイメージです

期日：６月 10 日（土）
、11 日（日）
会場：小町の郷公園、小町塚（神事のみ）
数々の優れた歌を残した平安時代の女流歌人、小野
小町。湯沢市小野は小町が生まれ、亡くなった地と伝
えられています。昭和 41 年、国道 108 号線開通を祝う
イベントで京都から故郷に帰る小町の姿を再現したの
が小町娘の始まりです。小野小町に扮した７人の若い
女性たちが主役の華やかなお祭りです。
お問い合わせ先：0183-52-2200(湯沢市雄勝観光協会)
快速「ジパング小町まつり号」（ｲﾒｰｼﾞ）

◆ 快速「ジパング小町まつり号」（全車指定席４両）
(1) 運転日
６月 11 日（日）
(2) 運転区間（時刻） 秋田駅（ 9：43 発）～横堀駅（11：30 着）
横堀駅（16：55 発）～秋田駅（18：35 着）
＊途中停車駅：和田・羽後境・刈和野・大曲・横手・十文字・湯沢
＊乗車券のほかに指定席券をお買い求めください。

おすすめ旅行商品（団体型）
快速ジパング小町まつり号で行く
小町まつりとさくらんぼ狩り・増田の蔵めぐり日帰りの旅
秋田発着 大人 9,000 円（こども 7,400 円）
秋田駅

<快速ジパング小町まつり号>

横堀駅＝＝<貸切バス>＝＝小町の郷公園（小町まつり

会場）＝＝<貸切バス >=＝さくらんぼ果樹園（さくらんぼ狩り）＝＝<貸切バス >＝＝増田の蔵め
ぐり＝＝ 道の駅十文字 ＝＝ 十文字駅
※予約受付箇所

<快速ジパング小町まつり号>

秋田駅

秋田県内のびゅうプラザ、びゅうプラザ弘前駅、びゅう予約センター

※詳細は専用チラシをご覧ください。

■増田の内蔵

古くから物流の拠点として繁栄した町の中心部
に、商人が築いた町並みや内蔵が現存しています。
主屋の奥にある豪壮な内蔵は、昔日の面影を包み込
むタイムカプセルのような趣です。
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◆快速「増田の蔵号」
（全車指定席２両）
(1) 運転日
６月 17 日（土）
(2) 運転区間（時刻） 秋田駅（ 9：33 発）～十文字駅（11：00 着）
十文字駅（15：13 発）～秋田駅（16：40 着）

快速「増田の蔵号」
ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ（ｲﾒｰｼﾞ）

＊途中停車駅：和田・羽後境・刈和野・大曲・横手
＊乗車券のほかに指定席券をお買い求めください。

おすすめ旅行商品（団体型）
快速「増田の蔵号」で行く

増田の蔵巡りと上畑温泉さわらびの旅

秋田発着 大人 9,500 円（こども 7,800 円）
秋田駅
<増田の蔵号>
十文字駅＝＝<貸切バス>＝＝増田の蔵巡り（現地ガイド付散策）
＝＝<貸切バス >＝＝上畑温泉さわらび（昼食・入浴等）＝＝<貸切バス >＝＝十文字駅
<増田の蔵号>
秋田駅
※予約受付箇所

秋田県内のびゅうプラザ、びゅうプラザ弘前駅、びゅう予約センター

※詳細は専用チラシをご覧ください。

４ その他の取り組み
ＪＲ秋田支社では、観光流動を活性化させるため、お客さまが「もっと秋田県内を旅行
したい！」と思うような取り組みを駅で展開しています。地元の魅力を地元に発信し、秋
田の良さを再確認するきっかけ作りに努めています。

駅で旅行商品を取り扱う「びゅうプラザ」では、より魅力的な店舗づくりを目的に「ディ
スプレイコンテスト」を実施します。店舗ごとに個性溢れる装飾を施しておりますので、お
出かけの際は是非ご覧ください。
【実施店舗】
びゅうプラザ大曲駅、びゅうプラザ秋田駅、びゅうプラザ能代駅、びゅうプラザ弘前駅

【別紙】

ありがとうがいっぱい！
新しくなった秋田駅で感謝のフェスタ開催！！

秋田駅 ふれあいフェスタ ２０１７ 春
この春、秋田駅は「ノーザンステーションゲート秋田」として新しく生まれ変わりました。また、秋田
新幹線「こまち」と「リゾートしらかみ」が共に 20 周年を迎えることができました。
そこで、ありがとうの気持ちがいっぱいの「秋田駅ふれあいフェスタ ２０１７春」を開催いたします。
ちびっこに大人気の「ミニＳＬ」や「秋田犬」とのふれあいコーナーのほか、ユネスコ無形文化遺産に
登録された３つの祭りのお囃子演奏や西馬音内盆踊りの披露を行います。同日も開催されている「食と芸
能大祭典」を、玄関口となる秋田駅からも盛り上げます。
他にも、
「こまち・しらかみ 20 周年」にちなみ、「２０」にまつわるお話を教えて頂いたお客さま先着
200 名様に、菓子舗榮太楼とコラボレーションしたさくらゼリーをプレゼントするなど、盛りだくさんの
楽しい企画をご用意いたしました。皆さまのご来場をお待ちしております。
１ 開催日時
2017 年５月 27 日（土）10：00～15：00（最終入場 14：30）※一部イベントは 14：00 まで
２ 開催場所
秋田駅東西連絡自由通路（ぽぽろーど）
、駅のはなみち（7・8 番線連絡通路）
北跨線橋 東口屋外エリア
※10：00～14：30 までに専用チラシをご持参いただいたお客さまは、在来線改札口から無料でご入場いただ
けます。上記時間以外は入場券等が必要です。

３ イベント内容 （※写真はイメージです）
⑴ ステージイベント（ぽぽろーど） 10：00～15：00
① 県内の祭りのお囃子演奏等
・港ばやし
・角館祭りのやま行事 おやま囃子
・花輪ばやし
・西馬音内盆踊り
②ＪＲ秋田支社吹奏楽部（ＲＭＣ）演奏
③ じゃんけん大会

港ばやし保存会

⑵ 駅のはなみち(７・８番線連絡通路) 10：00～15：00
①オリジナルババヘラアイス（こまちカラー）やポップコーンのふるまい
②ペーパークラフト(Ｅ５系、Ｅ６系、リゾートしらかみ)
③こまち＆しらかみオリジナルムービー
④なまはげ、しらかみ３兄弟登場 など
ババヘラアイス
⑤車両写真パネル展示（ＪＲ東日本秋田支社発足３０周年記念）

⑶ 東口屋外エリア 10：00～14：00
※東口屋外エリアのイベントは、天候や列車の運転状況により中止となる場合があります。

①秋田犬ふれあいコーナー
②「20」に関する話題を大募集
「20」に関するお話を教えて頂いた方の先着 200 名様に菓子舗榮太楼とコラボしたさくらゼリ
ーをプレゼント。
③鉄道ふれあい体験・・・ミニＳＬ乗車体験、レールスター乗車体験、災害対策本部車展示

秋田犬と
ふれあえるよ！

菓子舗榮太楼

さくらゼリー

⑷ 北跨線橋 10：00～15：00
①五能線ジオラマ展示

②秋田鉄道趣味会によるＮゲージ展示

※本資料の写真は全てイメージです。イベント内容は変更となる場合がございます

③プラレールの展示
Ⓒ ＴＯＭＹ「プラレール」は
株式会社タカラトミーの登録商標です。

写真イメージ

★ご旅行期日
★ご旅行代金：秋田発着:大人（こども）お一人様
出発駅差額：土崎・追分駅-200（-100）円、八郎潟駅-400（-200）円、
森岳駅-600（-300）円、東能代駅-1,000（-500）円
快速ジパング秋田犬号

月

★募集人員：39 名様（最少催行人員 25 名様）

イメージ
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ル
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※臨時列車のため列車時刻が変更になる場合があります。車内販売はありません。列車・バス内は禁煙です。
※貸切バス会社：秋北バス株式会社
必ずお読みください

●表記日程については2017年5月1日現在のスケジュールです。列車ダイヤ改正に伴い旅行行程の変更が生じる場合があります。予めご了承ください。 ●募集は定員となり次第締め切りとさせていただきます。
●掲載している写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。 ●お客さまの乗車する駅が複数になるコースは、添乗員が途中駅から同行する場合があります。

ご旅行条件（要旨）
企

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください
（このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。）

マークのある 各コース

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。このご旅行条件
は、当パンフレットに記載されている条件のほか当社旅行業約款（(募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅
行条件書、最終日程表によります。
1．旅行のお申し込み及び契約成立
(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人様につき）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、又は違約料の一部として取扱います。
(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際、ご予約の時点
では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内（当社の定めた期間内）にお
申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとし
て取扱います。
(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお申込金を受理したときに成立するものとします。
(4) 当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びクーポン券の宅配を希望され
る場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載する通信契約の条件によります。
(5) お申込金（お一人様）
旅 行 代 金
お 申 込 金
１万円未満
3,000円
１万円以上３万円未満
6,000円
３万円以上６万円未満
12,000円
６万円以上１０万円未満
20,000円
１０万円以上
旅行代金の20％
2．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日
までにお支払いいただきます。

3．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、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税を含んでいます。
なお、上記の経費はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
4．添乗員など
添乗員同行商品には、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービス内容は、原則として契約書面に定められた日
程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きま
す。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
5．取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消する場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、ご参加
のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
旅行契約の解除日
取消料
①21日目にあたる日以前の解約（日帰りにあっては11日目）
無料
旅行開始日の
②20日目にあたる日以前の解約（日帰りにあっては10日目）
前日から起算して
旅行代金の20％
（③～⑥を除く）
さかのぼって
③7日目にあたる日以前の解約（④～⑥を除く）
旅行代金の30％
④旅行開始日の前日の解約
旅行代金の40％
⑤旅行開始日当日の解約（⑥を除く）
旅行代金の50％
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100％
6．旅行代金の基準
この旅行条件は2017年5月1日を基準としています。また、旅行代金は2017年5月1日現在の有効な運賃・規則を基準とし
ています。
7．詳しい旅行条件は係員におたずねください。

田

★ご旅行期日

★ご旅行代金：秋田発着:大人（こども）お一人様

出発駅差額：和田駅-200（-100）円、羽後境駅-400（-200）円、
刈和野駅-600（-300）円、大曲駅-800（-400）円、
横手駅-1,000（-500）円

★募集人員：３９名様（最少催行人員３０名様）
月

ス ケ ジ ュ ー ル

日
<快速ジパング小町まつり号>

秋田

和田

刈和野

<貸切バス>

大曲

さくらんぼ狩り
40 分食べ放題！

イメージ

Ｂ２２１７０００８－００

（往路車内でお弁当をお配りいたします。）

羽後境

小町まつりを
お楽しみください
6/11
(日)

ジパング小町まつり号

★昼食１回付（弁当）

横手

横堀

==========

増田の町並を
ガイドと一緒
に散策します

〈買い物〉
==== 小町の郷公園 ==== さくらんぼ果樹園 ==== 増田の蔵めぐり ==== 道の駅十文字 ==== 十文字駅
11:40 頃着

13:00 頃発

13:40 頃着

14:40 頃発

14:50 頃着

15:50 頃発

16:00 頃着

16:40 頃発

16:45 頃着

<快速ジパング小町まつり号>

十文字

横手

大曲

刈和野

羽後境

和田

秋田

※臨時列車のため列車時刻が変更になる場合があります。車内販売はありません。列車・バス内は禁煙です。
※往路車内でお弁当をお配りいたします。 ※貸切バス会社：株式会社 仙建

○快速ジパング小町まつり号 主な駅の時刻
秋田駅

和田駅

羽後境駅

刈和野駅

大曲駅

横手駅

横堀駅

上り
9:43発

→

秋田駅

9:54発

→

和田駅

10:05発

→

羽後境駅

10:15発

→

刈和野駅

10:30発

→

大曲駅

10:55発

→

横手駅

11:30着
十文字駅

下り
18:35着

←

18:22着

←

18:07着

←

17:55着

←

17:43着

←

17:24着

←

17:15発

画像はすべてイメージです。
必ずお読みください

●表記日程については2017年5月1日現在のスケジュールです。列車ダイヤ改正に伴い旅行行程の変更が生じる場合があります。予めご了承ください。 ●募集は定員となり次第締め切りとさせていただきます。
●掲載している写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。 ●お客さまの乗車する駅が複数になるコースは、添乗員が途中駅から同行する場合があります。

ご旅行条件（要旨）
企

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください
（このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。）

マークのある 各コース

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。このご旅行条件
は、当パンフレットに記載されている条件のほか当社旅行業約款（(募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅
行条件書、最終日程表によります。
1．旅行のお申し込み及び契約成立
(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人様につき）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、又は違約料の一部として取扱います。
(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際、ご予約の時点
では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内（当社の定めた期間内）にお
申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとし
て取扱います。
(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお申込金を受理したときに成立するものとします。
(4) 当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びクーポン券の宅配を希望され
る場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載する通信契約の条件によります。
(5) お申込金（お一人様）
旅 行 代 金
お 申 込 金
１万円未満
3,000円
１万円以上３万円未満
6,000円
３万円以上６万円未満
12,000円
６万円以上１０万円未満
20,000円
１０万円以上
旅行代金の20％
2．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日
までにお支払いいただきます。

3．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、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税を含んでいます。
なお、上記の経費はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
4．添乗員など
添乗員同行商品には、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービス内容は、原則として契約書面に定められた日
程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きま
す。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
5．取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消する場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、ご参加
のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
旅行契約の解除日
取消料
①21日目にあたる日以前の解約（日帰りにあっては11日目）
無料
旅行開始日の
②20日目にあたる日以前の解約（日帰りにあっては10日目）
前日から起算して
旅行代金の20％
（③～⑥を除く）
さかのぼって
③7日目にあたる日以前の解約（④～⑥を除く）
旅行代金の30％
④旅行開始日の前日の解約
旅行代金の40％
⑤旅行開始日当日の解約（⑥を除く）
旅行代金の50％
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100％
6．旅行代金の基準
この旅行条件は2017年5月1日を基準としています。また、旅行代金は2017年5月1日現在の有効な運賃・規則を基準とし
ています。
7．詳しい旅行条件は係員におたずねください。

★出 発 日

★ご旅行代金：秋田駅発着:大人（こども）お一人様

★駅間差額大人（こども）お一人様
和田駅：-３00（-１00）円、羽後境・刈和野駅：-４00（-３00）円
大曲駅：-８00（-４00）円、横手駅：-1,１00（-600）円

★募集人員：４０名様（最少催行人員２５名様）

※画像はすべてイメージです

月/日

行
秋田駅

<増田の蔵号 >

9:33 発

6/17
（土）

〔食事；昼食１回付〕 Ｂ２２１７０００６－００

十文字駅＝＝<貸切バス >＝＝増田の蔵めぐり（現地ガイド付散策）＝＝
11:00 着

＝＝<貸切バス >＝=

程

11:10 頃着

上畑温泉さわらび（昼食・入浴等）

12:50 頃着

<増田の蔵号>

12:20 頃発

＝＝＝<貸切バス >＝＝＝＝十文字駅

14:20 頃発

14：50 頃着

15：13 発

秋田駅
16：40 頃着

※この行程は最も新しい資料に基づいて作成されていますが､交通機関等の都合により発着時間に変更が生ずることがあります。
※貸切バス会社：株式会社 仙建
必ずお読みください

●表記日程については2017年4月1日現在のスケジュールです。列車ダイヤ改正に伴い旅行行程の変更が生じる場合があります。予めご了承ください。 ●募集は定員となり次第締め切りとさせていただきます。
●掲載している写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。 ●お客さまの乗車する駅が複数になるコースは、添乗員が途中駅から同行する場合があります。

ご旅行条件（要旨）
企

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください
（このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。）

マークのある 各コース

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。このご旅行条件
は、当パンフレットに記載されている条件のほか当社旅行業約款（(募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅
行条件書、最終日程表によります。
1．旅行のお申し込み及び契約成立
(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人様につき）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、又は違約料の一部として取扱います。
(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際、ご予約の時点
では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内（当社の定めた期間内）にお
申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとし
て取扱います。
(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお申込金を受理したときに成立するものとします。
(4) 当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びクーポン券の宅配を希望され
る場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載する通信契約の条件によります。
(5) お申込金（お一人様）
旅 行 代 金
お 申 込 金
１万円未満
3,000円
１万円以上３万円未満
6,000円
３万円以上６万円未満
12,000円
６万円以上１０万円未満
20,000円
１０万円以上
旅行代金の20％
2．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日
までにお支払いいただきます。

3．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、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税を含んでいます。
なお、上記の経費はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
4．添乗員など
添乗員同行商品には、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービス内容は、原則として契約書面に定められた日
程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きま
す。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
5．取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消する場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、ご参加
のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
旅行契約の解除日
取消料
①21日目にあたる日以前の解約（日帰りにあっては11日目）
無料
旅行開始日の
②20日目にあたる日以前の解約（日帰りにあっては10日目）
前日から起算して
旅行代金の20％
（③～⑥を除く）
さかのぼって
③7日目にあたる日以前の解約（④～⑥を除く）
旅行代金の30％
④旅行開始日の前日の解約
旅行代金の40％
⑤旅行開始日当日の解約（⑥を除く）
旅行代金の50％
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100％
6．旅行代金の基準
この旅行条件は2017年4月1日を基準としています。また、旅行代金は2017年4月1日現在の有効な運賃・規則を基準とし
ています。
7．詳しい旅行条件は係員におたずねください。

