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ジャルバックのツアーに掲載の全ての施設を対象として、年間を

礁盛釜遷吾l通
し高い評価を受けた施設を下記の3薔5門で表彰しました。

▲上記マークが  お客さまアンケー トの評価が ジヤルフヾックが目指す商品の企  ジャルパック商品の販売に
目印です。   総合的に高かつた施設です。 画にご協力いただしヽた施設です。 ご協力いただいた施設です。

ジャルパックがおすすめする施設です。
(左記マークが目E日です。

Iご手醗絆

お申し込みと同時に座席のご希望を承ります!

～窓際。通路側・並びなどの指定が可育旨です～
座席数には限りがあり、希望の座席が取れない場合があります。機材の変更により、予告なしに指定済み
の座席番号が変更 取り消しとなる場合があります。よつて同一グループの場合でも近くの座席が取れ
ない場合があります。

JALパックのツアーに参カロでマイルがたまります!

照l装艇漱蒲舗鰺
JAL SKY NEXT i淵誦言踊Jp/skyne苅/面1/

目20570・ 025‐039 海夕|な どからTEL:03‐ 5460‐ 3939
月～金 8:00～ 19:00/± 9:00～ 17:30(日 祝日年末年始体)

機内Wi‐Fiサービス
お客さまご自身のW卜Fi対応端末でインターネット接続をはじめ、
さまざまなビデオプログラムや、リアルタイムで楽しめるライ方 ∨
などの機内エンターテインメントをお楽しみいただけます。
JAL運航または」TA運航の一部機材のみの設定となります。当サービスは通信衛星を介して提供される
ため、飛行状況や天候によつては接続が不安定になることがございます。
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JR.地下鎮.バス・1台空港餞道・阿武限魚行のフリーエリア内彙り放層

さらに!お得なフーボン付ll

O発売額 おとな2,720円 ことも171ヽ学生)1,350円
0春1月期間 通年
0発売場所′′仙台空港駅券売機仙台空港,F「みちのく観光案内」
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そば、冷やし中華など、仙台の人気グルメはも
ちろんお買い物にも使えるクーボン付マップ|
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備 ぶ スM讐 事巣●クーポン有効期間/2019年 10月 1日 ～2020年 3月31日

上記キヤンペーンは仙台観光国際協会実施・運営のキャンペーンとなります。 上記ホームページ記載の発売箇所でお買い求めください。

*詳細は旅 行条件割 のИ お申し込み条件⑤ 」をご確認ください。

こ高齢の方や病気やけがにより特別な配慮、措置を必要とする方は、お伺いした内容によりこ相談に応じさせていただきますのでお申し出ください。
例:ご高齢のお客さまヘエレベーターに近いお部屋。歩行距離の少ないお部屋の手配。車いすをご利用のお客さまへ空港車いすの手配。*内容によつてはご要望にお応えできない場合があります。
旅行会社の皆さまへJAL sales web内 「国内ツアー」―「予約関連J―「各種手続き関係書式(プランクフォーム)」 ―「お伺い書」にてご連絡ください。

い」用便】●フライトスケジュールにより、便名・発着時刻が変更となる場合があります。最新の国内線時刻表で
ご確認くださしヽ。
【宿

'自

施設】●特に記載してある場合を除き、宿泊施設はバス/トイレ付きとなります。また洋室をご利用の場
合、原則として1名 /1室はシングルルームまたはツインルームまたはダブルルーム、2名/1室はツインルームのご
利用となります。3名以上でご利用の場合はツイン+エキストラベッド、ソファーベッド、スタツキングベッド、デイ
ベッドのいずれかとなります。●3歳未満の幼児をお連れの場合、一部宿泊施設では、別途施設使用料がかかる場
合があります(現地払い)。詳しくは宿泊施設に直接お問い合わせください。●客室写真は一例となり、お部屋によ
り景観(海側など)に差異がある場合があります。●「おもてなし」は年齢 性Я‖こよりご利用しヽただけない場合が
あります。特に注釈がないかぎりお1人様1泊 につき1回のご利用となります。なお、旅行代金に含まれますが、ご
利用にならなしヽ場合でも返金の対象にはなりません。●1室利用の人数は宿泊日すべて同一利用人聟でご予約く
ださい((ぴつ旅〉商品を除く)。
【オプショナルプラン取消料について】●取

'肖

料閻 1取消料口J取消料基準は取消料Aまたは取消料Bを適
用します。(裏表紙をご覧ください)●厘消料な堕取消料はかかりませんが、予約をしている場合は、必ず事前に取り消
しの連絡をしてください。無連絡の場合は取消料が請求される場合があります。●各コ7スに適用取消料が記載さ
れている場合は、その取消料を適用いたします。

【食事】●年末年始のお食事は、記載されている内容から年末料理またはお正月料理に変更となる場合がありま
す。●夕食場所は特に言己載してある場合を除き、レストランまたは食事処または宴会場となります。●料理内容お
よび食事場所の「または」表示|よいずれかのお料理・食事場所となり、指定はできません。●「バイキン列 の場合、
一部施設都合により「セットメニュー」に変更となる場合があります。●ご利用便によつては、朝食および夕食を召
し上がれない場合があります。

【旅行代金表 】●旅行代金表、〈ぴつ旅〉商品のホテル差額に1名 /1室の表示がない場合は、1名様参カロおよび
シングル利用はできません。●旅行代金 ((ぴつ旅〉商品を除く)、 くぴつ旅)商品のホテル差額は4~E泊施設の1室当
たりの利用人数を単位として適用します。●こども旅行代金は、満3歳以上 12歳未満のお子さまにご利用いただ
けます。おとな。こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上からおとな。こども同額の旅行代金を適用します。
●こども旅行代金は3名以上/1室利用で1室につきおとな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用します。
(例 )おとな1名、こども2名でご参加の場合、こども1名は「おとな旅行代金」となり、2人目から「こども旅行代金」を
適用します。(ぴつ旅〉商品|よ、ホテル差額について同様の適用となり、基本代金はご参力]い ただくおとな。こどもそ
れぞれの旅行代金を適用します。●「こども旅イ予代金」にてご参カロのお子さまの食事はおとなに準じた、もしくは
数品少ない程度の料理内容となります。また、一部施設においては、お子さまメニューとなります。● [こども添しヽ
寝」については、5ページの「こども添い寝旅行代金」をご覧ください。●〈ぴつ旅〉商品の旅行代金適用について
は5～ 10ペ ージをご覧ください。
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騰圏調書κ]蜃ご織雀省ぎ乳窪a寧3蜃響3社・乗務到こて運航となる場合があります。
岬 ロヨ=フリータイム (ご利用便によつてはフリータイムがおとりできない場合があります。)

※=お客さま負担
鵬妻罰醍奎□=朝食付き □=夕食付き
●設備・サービスについては、設備有無のご案内となります (一部対応や貸出し、期間限定の場合があります)。 ご利用方法・料金の詳細
については各施設へお問い合わせください。●W卜Fi環境についてはホテル全客室または当コース設定客室の全てが対象の場合のみ言己
載しております。●各施設の駐車場は台数に限りがある場合や隣接する契約駐車場になる場合があります。また、立体・地下駐車場の場
合、一部車種につきましてはご利用いただけないことがあります。●駐車場料金は現地払いとなります。

じ=温泉付きホテル
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=喫煙 禁煙がお選びいただけます。ご予約時にお申し出ください。

喫煙可   =喫 煙可能です。
全室禁煙

 73′ rr硫菖慶靡溝重響設凛蓄賢¥襖煙覗 ヒな場合があります。

■特に記載がない場合、当パンフレットでは禁煙の設定です。

の皆 さまヘ

国 にび工Jマ期 よ湖 AЮkびて コ 国に4し い脚 がご覧い調 すます。 〔団 田 1雷 塚5帳
D鋭 己載がある輸 はJ趙 川 にてあ 約蝶 Jコス 蕨 パ 定オプション倒 より奇 約ください。

'ションは当バンフレット掲載コース(一部オプシヨンは対象コ∵スが限られます)ご参カロの力のみご利用いただけます。

WWW.lal.co.ip/tOur/55th/
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パッケージツアーをご購入の場合。2020年 3月 31日ご決済分まで。
Webでアンケートに回答して、いますぐご入会 !

台まるごとパス



固置巨訃NS8072A(2日 間)/NS8073A(3日間)m屹
“
四:定型コース型

■出発地:大阪 ■出発日:2019年 10月 1日～2020年4月 30日の毎日発
■食事:2日 間=1朝食付き 3日間〓2朝食付き ■最少催行人員:1名

●航空便の発着時刻は、最新の国内線B寺刻表をご確認ください。 ※=お客さま負担
に含ま1■ るもの ■旅行行程表に明示した往復の航空運賃 (1国 人包括旅行割引

運賃適用)国内線旅客施設使用料 (対象空港利用の場合のみ)、 宿泊費、食事代、宮城あそん
でクーポ:

大阪伊丹空港希望便 Jヽ山台空港ムホテルロ■ 仙台C白 )

お好きなホテルをお選びください。
國■                                   イ山台 (,自 )

1泊日と同じホテルとなります。
ホテル國■ム仙台空港希望便準 大阪伊丹空港

★全ホテル朝食付き
☆1名様より申し込みOK

に“A‖ おヽ好きなメニューを1つお選びください/

●洋室(1～ 3名 に1室 )

●□□14,000D12:00
・濯製肩ITり   圃囲

B
(12名 に1室 )

●□D15 00 αD12100
・程』ギ認l碁り  圏圃□

ホテル最上階の大浴場
が人気!(宿泊者無料)

2日間出発日カレンダー 3日間出発日カレンダー

旅行代金(1名様) 旅行代金(1名様)

基本代金(1名様)

A C D F G H | 」 K

お
と
な

23名/1室 l8,30(}l 28,8ool 30,30( 1l Anr 42,800 58,8001 61,30( 63,800

1名/1室 29,80( 31,30C 32,300 34,80( 43,800 64,800

3名/1室 27,800128,30( 30,80C 33,30( 42,300 58,30( 63,300 78,30C

1,白 あたり1名 lt:右記以夕16000円  十休前日12/29-1/34/24-3011500円
●フライトによつてはフライト差額が必要です。レ詳しくよ下記  ●Bホテルは、Aホテル基本代金に追加代金を加算してください。(おとな こども同詢

単位:円

基本代金(1名様)

A C D E F G H | 」 K

３
日
間

お
と
な

23名′1室 〕3,301 33,30( 35,80C 36,800138,30( 11,30C 45,80( 49,80C 59,80〔 67,800

1名/1室 ,l,Oυ t ,0,300 Al Rnf 69,800

3名/1室 32,30( 35,800 37,30C 40,80C 44,800 48,80( 56,800 58,80( 66,800

1,白 あたり1名 様:L盲ビ以夕16000円  土 休前ヨ 12,29 1134/24ヽ 5′  1500月

巳ヨ型恒壺菫■口E■】獲塾目■ア  ■旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。
差額なしでご利用いただける基本フライト、また差額が必要なAフ ライトをこ用意しました。

●当日やむを得ない理由 (天候など不可抗力、その他)こ よりご予約いただ
いた便名および出発時亥J力湾 更になつた場合でも、フライト差額の払い
戻しはありません。‐ 口 /クラス」がご利用できます

ytt」 AL2201 D7:4C 08:55 囲  」AL2200 07:35 08:55
口囚 JA曖203 10:40 囲 」AL2202 09:25
口日」AL2205 11:20 12:30 口 」AL2204 11:10 12:30
口回 JAL2207 13:35 14:45 コ」AL2206 13:15 14:35

」AL2209 15:25 16:35 口日」At2208

口 」AL2211 16:10 17:2C 口四」AL2210 16:5C 18:10

口 JAL2213 17:05 18:15 口日 」AL221 2 17:55 19:15

口 」AL2215 19:50 21:OC Иtt JAL2214 18:45 20:10

□ 基本フライト→基本代金でご利用いただけます。  [コ Aフライトーイヨ各御 各それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額力'藤です。(おとな こども同額)

往路
搭乗日 右記以外

10/1-10 10/12 11/2 1/11～ 13

Aフライト +1,000 +1,500 +17.500 +3,500 +2,500

復路
搭乗 日 右記以外 10/13-31

10/11 11/41/34

2/243/22
Aフライト +1,000 +1.500 +20.000 +2,500 +7,000

●左記運航スケジュー,Ыよ2019年 フ月現在の10月の運航予定で、運航会社 スケジュール・便名は
変更または運体になる場合があります。最新のJALグループ国内線時刻表、または旅行会社でご
確認のうえお申し込みください。 JAL=日本航空

ロ

※写真はすべてイメージです。JALノ レク
2

東北・三陸の海を再現した水族館。
海の動物たちによるパフォーマンスが人気!

■設定期間:2019年 10月 1日～2020年 5月 2日
■
―

NG8321C(限定)

■最少催行人員:1名
■代金に含まれるもの:仙台うみの社水族館入館引換券代金、消費税等諸税。
〈運営)株式会社横浜八景島 022‐ 355‐ 2222(9:00～ 18:00)
取消料:なし
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全室禁煙 1胴



●「あずまし」和室(2～ 4名に1室 )

※客室はシヤワーブースのみ
(バスタブなし)

●叫酸嗜■
`巨
ロ

タ食 バイキングまたは租食
「お祭り御膳Jよ リチョイス
※不□食は追カロ代金が必要です。
● N15:00 ouT12:00
●温泉/力]温
●三沢空港より車で約20分

「

で藝画¬ 囲圃囲

剛 :2日間=NS8392□  3日間=NS8393□ 囮 :定型コース型
□:レンタカーコース=A、 フリーコース=B

■出発地 :大阪
■出発日:2019年 10月 1日～2020年 4月30日の毎日発

(ただし、レンタカーコースは2019年10月 1日～11月30日の毎日発。また、11月
25～ 29日、4月 6～9日および3日間コースの11月 24日、4月 5日発を除く)

■食 事 :2日間〓1朝食1夕食付き 3日間=2朝食2夕食付き
■最少催行人員 :2名

●3日間コースの場合、1泊ごとにホテルを変更することができます。ただし、客室のご利用人数は12泊 目とも
同一のご利用となります。

●レンタカー会社 :トヨタレンタカー
●レンタカー利用日 :初日/三沢または青森空港～最終日/三沢または青森空港
●レンタカー :Sクラス(2～4名に1台)※ 全車種禁煙車です。
●レンタカーご利用にあたつてのご案内事項があります。鷹羊しくは裏表紙

各施設欄の温泉に関する表記は、下記の内容を意味するものです。
カロ温:源泉の温度が低いため、適温にしています。

こら=温泉付きホテル   循鼻浴槽内の温泉をろ過して、ごみ・汚れを除去して再利用しています。
お客さまへのご案内 ●バンフレット記載の観光情報や送迎のご案内は2019年 7月現在の情報となり、変更
になる場合があります。●紅葉や氷瀑・樹氷などは、時期や天候により見られない場合があります。
旅行代金に含まれるもの ●旅行行程に明示した往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・国内線旅客
施設使用料(対象空港利用の場合のみ)、宿泊費、食事代、レンタカーコースのレンタカー料金(カーナビ料金
含む)、 免責補償料金、保険(●詳しくは5ページ )、 消費税等諸税。●馬主車料金、各観光地にぉける入場・入園料金
等は旅行代金には含まれません。

轟覇感みちのく1祭りや
青森を代表する夏祭りが一年中楽しめる
体感シヨーレストラン。海の幸、山の幸の
味覚を詰め込んだ料理が人気。
*入場受付時間は18:45～ 19:00。

薗

JAL/レク
3

11蒼鷹薫屏忘為詈猶ル炉電霧壼ラ魏話回
宿泊 ●青森屋または奥入瀬渓流ホテル
口121國■                 古牧温泉/奥入瀬(泊)

宿泊 ●青森屋または奥入瀬渓流ホテル
國■ ホテル(レンタカー〉またはくお客さま負担〉で移動→三沢ま
たは青森空港希望便準 大阪伊丹空港

ご利用の3日前までに事前予約が必要です。宿泊ホテルヘ直接ご予約ください。
道路状況や天候などにより記載している発着時亥」が前後する場合があります。
奥入瀬渓流ホテルは休館日は経由しません。下記以外に八戸駅コースもあります。
詳しくは宿泊ホテルヘお問い合わせください。

青森空港コース *11月 30日以降は運体。八戸駅からの送迎をご利用ください。

権翻霰 罰 躍 魏 饒 蘇 漕禁τ‖羅 f肇憂配 燿 平
三沢空港コース *青森屋のみ/所要時間約20分
【往路】」AL21 63便 接続で三沢空港を出発 【復路】青森屋9:00発/12:15発
青森屋⇔奥入瀬渓流ホテル
青森屋9:00発→奥入瀬渓流ホテル10:00頃着、奥入瀬渓流ホテル15:30発→青森屋16:30頃着

じゃわめぐショー
毎晩無料で開催される大人気の「じやわめぐ
ショー」。青森ねぶた囃子や津軽三味線はもち
ろん、青森屋ならで|よ

のアレンジを力□えたス
コップ三味線で会場が
お祭りのように盛り上
がります1

■時間:20:45～ 21:15

卜一り一一一　一宙＝来纂咎一パ生

↑
警

絣「星野リゾ■―卜」

鍼
騨
鰈

〔古椰泉)星野リゾート青森屋0      1“
“

1

10月 。11

温泉に関する表記内容について

「星野リゾートJに泊まる
青森の旅2・ 3日間

驀  青森屋での過ごし方



護人気の星野リゾートIむ自まる旅。
青森の魅力がぎゅつ編吉まつた古牧温泉のお宿「青 森 屋 」、
日本屈指の景勝地奥入瀬渓流の田半に建つホテル「奥 入 瀬 渓 流 ホテル 」。
温泉派もリゾートホテル派も、お好みにあわせホテルが選べます!

華レンタカ…コースとフリーコースをご用意。
ただし、レンタカーコースは10月。11月出発のみの設定です。

旅行代金(1名様)

●洋室・モダンルーム(2・ 3名に1室 )

※客室はシャワーブースのみ(バスタブなし)

0口:“
“
■1■国 夕食・ビュッフェ

●ITT 15 00 1u,1200
●温泉/循環 ●青森空港より車で約90分

全室禁煙   圏 □ 囲

除外日:11/4、 11/30～ 12/19、 3/23～ 4/16

なんと!

氷の滝に囲まれた露天風呂。
冬の奥入瀬で「氷瀑」を
眺めながら温泉でゆつくりと。

●上記基本代金に各ホテルの追カロ代金をカロ算してくだt
●レンタカーコースは 上記基本代金に追カロ代金を力]算
●奥入瀬渓流ホテ′以ま4名/1室の設定はありません。

>詳しくま1予J■

も同宮口). 回　̈４

出発日カレンダー

プテギマトボックス
(滞在中1回 /1部屋1個 )

青森のりんごの魅力をまるごと味わう
個性的なビュッフェレストラン。

フリーコース
基本代金 A B C D E F G H | 」 K

2

4名 /1室 54,80( 59,80{ 71,80( 77,30{ 109,80〔 25,30(

ドとち3名/1室 55,801 72,80( 90,8001r04,30( 111,30〔

2名 /1室 56,80( 57,30( 61,80C 105,30( 112,30(

こどt 4名 /1室 46.30( 47.30( 50,30〔 67.30( 72801 85,30(

3名 /1室 47,30( 5130〔 5180( 56,30〔 6830( 7380(

おとカ
4名 / 室

６８
‐
８０て

一
７‐
，
３０＜

７０
，
８０‘

一
７３
，
３０‐ 悧一脚

７３
，
８０＜

一
７６
，
３０＜

77130C

79,80C

80,30(

32,80(

96,30(

98,801

113,800

116、 300
２９，３０‘一蜘

149,30(

151,80(3名/ 室
2名/ 室 73,30( 77,30( 84,80( 100,80( 118.300 153,80(

間

こどt
4名 / 室 59,80( 6480( 7130( 94,30( 1203001 140301

3名/ 室 64,30( 66,30( 67.30( 7380( 96,80( 107,30C 122.8001

レンタカーコース
追力]代金(1名様)

2日 間
3日 間

2名 /1台4,500円 3名/1台ニ
2名/1台7,000円 3名/1台4

:,000円 4・ 5名/1台 2
1,500円 4・ 5名/1台 3

，
５。。円
一

，
５。。円

行けるシャトルバスや
、季節に合わせて楽しめます !

キ移1‐球よ|
来上記メニューは一,1で す.内 容の詳絶 沐ユ金 お申し込み条件 催行条件■とよ直接ホテルにお問tヽ合わせください:

(お問い合わせ)星野リゾート奥入瀬渓流ホテル 0176511117(9時 ～18時)

写真はすべてイメーシです

驚

■    ‐ ロビニ「森の群

星
野
‐リゾ
■
ト

警 奥入瀬渓流ホテルでの過ごし方驀



基本代金
出発日・宿泊数・旅行日数を決めます。

●ご 出 発 日 :2019年 10月 1日～2020年5月 31日の毎日発

自分にびつたりな旅が自由につくれる!

旅行イt金 大阪発 1泊 往復基本フライト利用 ホテル法華クラブ仙台 (2名 1室利用、おとな1名様)

27,aoog^,79,800m
【̈一̈一

●宿 泊 数 :1泊～3,自
●旅 イ予 日 数 :2日間から8日間
●最少催行人員 :1名または2名 (ただし、1名の場合は1名に1室の設定があるホテル

のみを利用した場合に限ります。)

それぞれが好きな日程で参カロOK!
参力□者3人のうち、1人だけ出発日や旅行日数が違つてもOK!

基本代金は宿泊数を基本とします。出発日により基本代金が異なりますので出発日
カレンダーと合わせてご覧ください。

90日前060日前030日前までの
お申し込みがとつてもおトグ!

■早決90と早決60と早決3αよ併用できません。  *早決901よ 12/1～6/6宿泊のみの設定です。

:::::::|::l言:[:|:|:::1::!:]言 |:|*

36:800

たとえば
こんなプラン

(1,自 )

●出発日111月 10日 (日 )・A期間 ●出発地:大阪
●旅行日数14日 間 (1泊)

●おとな2名
●利用便:11月 10日 (日)JAL2209便・基本フライト
●利用便:11月 13日 (水 )」AL21 58便・Cフライト
●ホテリレ11月 12日 (火 )ホテルルートイン青森駅前 (2名/1室)・ a期 間

ホテル差額

2,000円
旅行代金 (おとな1名様)

35,300円

雄いヽり　一̈

こ

小さなお子さま連れにうれしい

クベッド・お食事を必要としない満3歳以上6歳以下の未就学のお子さまに、「こども添い寝旅行代金」を設定しています。
「こども添い寝」は「おとな旅行代金」適用者1名につき

す。「こども添い寝」1名までとなります。ただし、3歳未満の幼児を同伴されるおとなの方については、
「こども添い寝」はご利用いただけません。

●「こども添い寝旅行代金Jには、明示した往復の航空運賃・国内線旅客施設使用料は寸象空港利用の場合のみ)、

消費税等諸税のみ含まれます。

:亦  轟  言矩̈
:噺総不晉纂信網霧編叙楊 舅■1%亀誌 ,肇『』iX:蔀恣]`璧‰哺ゎ
せくださしヽ.

■こども添い寝旅行代金表 ※何日間でも同一代金 ※発地により、基本代金に各空港利用差額が必要です。
天頑勇 ~~~~~＼

出発日
10/1～ 12/20
1/6  5/1
5/7^´ 31

12/21^-27 12/28～ 1/5
5/2^´ 6

ぴつ旅基本代金 28500円 33,000円 36.500円

青森・三沢発 秋田・
いわて花巻・山形空港

利用差額
上記基本代金に片道あたり +6,000円

函館空港利用差額 上記基本代金に片道あたり +8,000円

■こども添い寝適用区分表

対象年齢 3歳未満 6歳以下 (未就学)

航空座席 使わない イ更う 使う

食事 ベツド 使わない 使わなし

ホテルおもてなしアメニティーグッズ類 付かない 付かなし 付く

旅行代金 無t4 こども旅行代金

出発日

10/1～ 11
10/15^-11/1
11/5^-12/26
1/6～ 10
1/14--2/21
2/25～3/19
4/1‐ 30
5/7  31

10/12～ 14
11/2^-4
1/11  13
2/22～24
3ノ20 22

12/27～ 1/5
5/1^-6 3/23～31

広島・岡山・出雲 高松・
徳島 松山・高矢□
ぴつ旅基本代金

35,000円 60000円 90,000円 45,000円

青森・三沢・函館空港
利用差額

上記基本代金に片10‐ あたり +4000円

ロ

JALノマック
5

出発日
10/1～ 12/20
1/6～ 2/2
2/12～3/31

12/21^-2フ
4/23‐ 28

12/28^-1/5
4/29-5/6 2/3-11 4/1  22

5/7^-5/31

ぴつ旅基本代金 29,800円 36,500円 44,300円 34,000円 31400円

０
０
Ｚ
■ｍＺ
司∽

こども添い寝旅行代金

札幌発



利用空港・利用便を選びます。
時刻表・フライト差額

●利用空港 :往路は7空港・復路は8空港からお好きな
組み合わせがご利用いただけます(ただ
し、出発地によつてご利用いただける空港
が異なります)。 三沢空港

●利 用便 :お好きな便をご利用ください。

>詳しくIよ7-10ページ

出発日から8日 間以内なら帰りのフライトは何日日で
もご利用できます。※ただし、一部の帰着日で復路便
の延長はできません.

レ詳しくは7・ 8。 10ページにてご確認ください。

それぞれが好きな便に乗つてOKI
参加者3人のうち、朝一番で出発したい人が2人、お昼から出発したい人が1人など、

好きなフライトが予約できます。

困函館空港

青森空港困困

秋田空港困
困

山形空港困 いわて花巻空港
6いT駒 困仙台空港
新潟空港

●ホテル・ルームタイプ :11～ 16ページの設定ホテルの中からお好きなホテルをお選
びください。連泊のほか1泊ずつのホテル変更もできます。

お選びいただく目的地のホテルおよび1室あたりのご利用人数により
ホテル差額が必要です。
*「ホテル差額」とは、お客さまがお選びいただくホテル・
ご利用人数により必要となる差額です。

>詳しくは11～16ページ

さらに旅の楽しさが広がる

く運営〉各レンタカー会社 1取消料1田 Iた
びJAu

※ジャルノヾック旅行条件書の取消料基準に準ずる。

配車と返車の店舗が他県になる場合は、別途乗り捨て料金ヽゝ 要です。また、道路交通法上、チャイル ド
シー トの着用が義務付けられています。該当する方は、必ず旅行出発前にご予約ください。
レンタカーご利用にあたつてのこ案内も必ずお読みください。          >詳 しくI誨議姜紙

腑 霊 NNЫ  3□△
ほ
=ラ

警 ス
11夢

己 婿

`醍

屎リヌ

=HBク
ラス B WAク ラス :W

■レンタカー代金 (1台/単{立 :円 )

※車種の希望はお受けできません。※4泊5日以上の利用をご希望の場合、3)白4日 間コースに延長1日 コースを
不足日数分追力]してこ予約ください。※HBク ラスはトヨタレンタカー(車種指定なし)です。

■鞭 ―タリ 全レンタカー会社・全クラス禁煙草指定です。
※左記の車種は一例です。
同等クラスでの配車と
なります。

""3_l冬
朗はスタツドレスタイヤを装借してますが 鮮雪および凍結した『

=面
の運転には十分ご江患くださ

い。また 一部道路にて通行止めがあります。あらかじめご了承ください.

籠 MI…

お選びいただく便により、往復路そねぞれのフライト
差額が必要です。
×「フライト差額」と{よ お客さまがお選びいただいた航空便を
ご利用いただく場合の差額です。

躙 | ぜ舞霧 場冨

■設定期間:2019年 10月 1日～
2020年6月 7日

一一一一輸一　”６

設定ホテル・ホテル差額
ホテル・ルームタイプを選びます。

それぞれがお好きなホテル、   1    1'自 から3,自まで滞在中の
ルームタイプに泊まつてOK!   1    何日日でも泊まつてOK!

参カロ者3名のうち旅館派とシティホテル派 1例えば3日間のうち1'自 目はプランから
に分かれて別々のホテルや初日は和室で 12泊 目は友人宅に,自まるなども可能です。
一緒に、最終日は洋室ツインでゆつくりな
んて旅も作れます。

ホ

日 TOYOTA Renta Car● ロードマッププレゼント
11,Eつ

き1冊)    |

0オリックスレンタか 塔:展轟雀彗彗潔霊Zf嘉邸悪
・

[!曽』ξ クラス 定員 1日間コース 1泊 2日 F85コ ~ス 2泊3日 間コース 3泊4日 間コース 延長1日 コース

Sク ラス 5名 4800 9,000 13,700 18,400 4,300
Aクラス 5名 7,400 10,500 15,800 21,100 5,300
HBク ラス 5名 8,200 14,200 21,500 28,400 7,400
Ⅳ`Aク ラス ア8名 12,200 21,000 31,500 42,000 10,500

プリウスなどヴィッツなど
力□―ラアクシオなど セレナなど
アクアなど

■画菫壼董コ
“
ユコ四

蓼品「 咆昌樹曇盗
ナ酬 金含0、免責補償料金、保崎 記の腺険につ岡

■亘聾EE劇幽Щ鵬聖2乗り捨て料金、有料道路料金、駐車料金、ガソリン代。
保険・補償は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
●対人補償 :無制限 (1名につき・自賠責保険を含む)

●対物補償 :無制限 (1事故限度額)

●車両補償 :時価まで (1事故限度額)

●人身傷害補償 :ト ヨタレンタカー・オリックスレンタカー タイムズカーレン
タルは1名につき3,000万 円まで、日産レンタカーは1名につき
5,000万 円まで (介護を要する後遺障害 1、 2、 3級の所定の症状
の場合は1億円まで)。

※搭乗者の自動車事故によるケガ (死亡 後遺障害を含む)に つき、運転者の過失割合に関わらず、損害額
を補償いたします。

※お支払い額はレンタカー各社力日入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。

匠0」ALl

〔】一̈一

0 レンタカ…会社から うれしいポイント ○

スペシャルプライスレンタカー



■出発日:2019年 10月 1日～2020年5月 31日の毎日発 ■最少催行人員

●基本代金は宿泊数を基本とします。出発日により基本代金が異なりますので、
出発日カレンダーとあわせてご覧ください。

1名 (た だし、1名の場合は1名に1室の設定があるホテルのみを利用した場合に限ります。)
匿日■日 1泊 =NS8031X、 2,自 =NS8032X、 3泊=NS8033X口Ш囮

“
組み立て型

基本代金(1名様) 単位:円

A B C D E F G H ! K L

27,80C 28,300 29,800 30,300 4i,300 3,300154,300 61,300 79,300

こどt 27,30( 27,800 29,300 34,300 78,800

２
泊

35,300 36,800 37,300 37180C 47,800 民Q Anr 5i,800 811300

こどt 33,30〔 35,800 36,300 36,80( 42,300 6180(

3
,3

40:800 49 1nn 42,80( at anr 43:800 51,800 Al lnr 56,300 66,800182,800

39,300 40,80C 4130( 42,300 48,300 50,300 61,80( 65,30(

0上記基本代金はホテルを23名以上1室で利用した場合のものとなり、1室あたりの利用人数またはホテル
こよりすべての利用人数でホテル差額が必要です。●詳しくは11～ 16ページ     _
●フライトによつてはフライト差額が必要です。レ詳しくは下記ページ
基本{t金 に含まれるもの ●往復の航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)国内線旅客施設使用料(対象空
港利用の場合のみ)、 宿泊費(ホテル差額は含まれません)、 食事代(各ホテルごとに明言己.ただし、食事なしのホ
テルをお選びの場合は食事代は含まれません。>詳しくは11～ 16ページ)、 消費税等諸税。
●こども旅行代金適用者のみでの1名 /1室利用はできません。

■旅のプランに合わせてお好きなフライトを選べます。

差額なしでご利用いただける基本フライト、また差額が
必要なA～ Dフライトがあります。
●当日やむを得ない理由 (天候など不可抗力、その他)に よりご予約いただいた
便名および出発B守刻が変更になつた場合でも、フライト差額の払い戻しよあり
ません。

★往路は7つの空港から、復路は8つの空港からお好きな
組み合わせがご利用いただけます。

|  1基 本フライト→基本代金でご利用いただけます。

| _LAフ ライト  |~ Bフ ライト

「

~ICフ
ライト  1 劃 Dフライト

・往路 復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフラ
イト差額が必要です。(お とな こども同額)

出発日より8日間まで復路便の延長が可能です。
来ただし、10/11～ 14、 11/1～ 4、 12/27～ 1/5、 2/21～ 24、 3/19～ 22、

5/1～6の帰着にかかる復路便の延長はできません。

大阪伊丹空港

※復路は函館空港もご利用いただけます(直行便また ま羽田空港の同日乗り継ぎ便)。

青森空港、三沢空港、秋田空港、
いわて花巻空港、山形空港(おいしい山形)、

仙台空港、新潟空港
のいずれかを利用

青森空港、三沢空港、秋田空港
いわて花巻空港、山形空港(おいしい山形)、

仙台空港、新潟空港、函館空港
のいずれかを利用

口  」AL2241
口  」AL2243

a JAL2240 08:50

口  」AL2244 11155
JAL2246 t5:5Ol l6:55口  」AL224フ

口  」AL2251

□ 」AL2234
□ 」AL2236
日 」AL2238

口 互 」AL2152□ 回 」AL2151
口 同 」AL21 53

口 回 」AL21 58ョロ」AL21 57

便  名 仙台着 便  名 仙台発 大阪伊丹是

J四 」AL2201 08:55 口  」AL2200 07:35 08:55

口日 」AL2203 09:30 10:40 口  」AL2202 09:25 0:45

口¬」AL2205 11:20 12:30 口  」AL2204 11:10 12:30

口 下 」AL2207 13:35 14:45 西 」AL2206 13:15 14:35

」AL2209 15:25 16:35 ロロ」AL2208 15:15 16:35

口  」AL2211 1610 17:20 ロロ」AL2210 16:50 18:10

口  」AL2213 17:05 18:15 口 日 」AL221 2 17:55 19:15

口  」AL221 5 19:50 21:00 口「バ」AL2214 18:45 20:10

便 名  1函館発

口 n」AL21 24 13150 115:35

函館発の羽田空港乗り継ぎについては、あわせて0をご覧ください。

便  名 便  名 た阪伊丹是

□」AL21 81 07:05 □ 」AL218C 09115 10145

日 」AL 11:50 司 」AL21 84 12:25 13:55

塾 」AL21 85 14:20 15:40 B」AL21 8( 16:10 17:40

百」AL21 87 18:05 B」 AL21 9( 18:40

●上記運航スケジユールは2019年 7月現在の10月の運航予定で、運航会社
●羽田空港での乗り継ぎには25分以上の時間が必要です。

スケジュール 便名は変更または運休になる場合があります。最新の」ALグループ国内線時亥」表、または旅行会社でご確認のうえお申し込みください.

JAL=日 本航空

羽田空港乗り継ぎ便

}淵
口  」AL1 25

バ |:子
|

画面一﹈「﹈「皿‐６‐３０‐市『

嘴い一嘔一い一い一い一い口  」AL 18:25 19:30

口  」AL1 37 19:00 20:15

z JAL13el 19:20 20:35

口 L」AL2171 口¬」AL2172
口L」AL217414:10

ロロ」AL2176口F」AL217

JALノ F・/ク

7

往路措乗日 右記以外
10/1～10
10/13～ 31 10/11・ 12 11/2 12/28-1/2 /11^‐ 13

2/8^´ 10
2/22^‐ 24
3/20・ 21

4/1～ 5/31

日～木 金・土 日～木 金・土

Aフライト +1,000 +1,500 +1,500 +17.500 +1,000 +6,000 +3,500 +2.500 +1,000 +1,000

Bフライト +4.500 +11,500 +8,000 +6,000 +6,000 +4.500 +4,500 +3,500 +3.500

Cフライト +5,500 +10,000 ■14,000 +14,000 +24.500 +7,500 +9,000 +5,500 +5,500 +4.000 +5,500

復路搭乗日
右記以外

10/2～ 10
10/12～ 31
12/31、 1/1 11/1 11/2～4

1/3・ 4
2/9
2/11
2/24
3/22

2/12-23
2/25-3/19

4/1-5/3
5/7～ 6/7

月～土 月～土 月～土 月～土

Aフライト +1,000 +1,000 ■1,500 +1,500 +20,000 +2,500 +7,000 +7,000 +1,000 +1,000 +1,000 1,000 +8,500 +14,000

Bフライト +4.500 +5,500 +11,500 +8,500 +17,500 +8,500 +4,500 +5,500 +3,500 +3.500 +21,000 +28,000

Cフライト +5,500 +7.000 +10,000 ■14,000 ■10,000 +5,500 +20,000 +5,500 5,500 7,000 +5,500 +26,500 +26,500

Dフライト +14,000 +12,500 ■10.000 +7,000 +14,000 +9,500 +30,500 +33,000 +13,000 +12,000 +15,500 +12,000 +32,000 +26,000

困」古ヨ

1ん3,自共通出発自カレングー

「

~~~~~~~~~― ――――――――――――――――――――    フ ライ ト差 額         .                       _   単位 :円
l



・景奪督芳        き0糎RFよ
り基本代金が異なりますので、

■出発日:2019年 10月 1日～2020年 5月 31日の毎日発 ■最少催行人員 :2名 (ただし、1名/1室の設定がある場合は1名 /1室利用可。)
昴柿 目目 1泊 =NS8041X、 2,日 =NS8042X、 3,自 =NS8043X団置□И 組み立て型

基本代金(1名様)                       単位円
A C D E F G H ! K

32,00C 36,800 37:800 39,800 40,800 49,80C 59,800 65,80C 75:80(
こども 31,50C 36,300 37,80〔 39,300 49,30( 59,300 65,30C 75,30(

２
泊

37,300 42,800 dl lnn ,1 46,300 52:300 67,800 69,80G 83,80〔

36,800 42,300 42,80C 45,800 51,800 54,30( 67,300 69,300

３
泊
おとた 41,800 48,800 4e,300 I s0,30( 51:800 52,30C 58,8001“ ,800 72,800 92,80C
こどt 41300 48,300 48,800 49,80( 51,300 5180( 58,300 92,30C

D上記基本代金はホテルを23名以上1室で利用した場合のものとなり、1室あたりの利用人数またはホテル
こよりすべての利用人数でホテル差額が必要です。>詳しく|よ 11～ 16ペ ージ
●フライトによつてはフライト差額が必要です。レ詳しくは下言己ページ
基本代金に含まれるもの ●往復の航空運賃 (個人包括旅行割引運賃適用)国内線旅客施設使用料 (対象空
港利用の場合のみ)、 宿泊費 (ホテル差額は含まれません)、 食事代 (各 ホテルごとに明記。ただし、食事なしのホ
テルをお選びの場合は食事代は含まllま せん。卜詳しくは11～ 16ペ ージ)、 消費税等諸税.

●こども旅行代金適用者のみでの1名 /1室利用はできません。

■旅のプランに合わせてお好きなフライトを選べます。
差額なしでご利用いただける基本フライト、また差額が
必要なA～ 1フライトがあります。
●当日やむを得ない理由 (天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた
便名および出発時刻が変更になつた場合でも、フライト差額の払い戻しまあり
ません。

★往復路は5つの空港からお好きな組み合わせがご利用いただけます。

|  1基 本フライト→基本代金でご利用いただけます。

「
~ IAフ

ライト : ¬Bフライト L_劃Cフライト
[IIIDフ ライト | ~「 Eフ ライト    Fフ ライト
I  JGフ ライト |三二」Hフ ライト |   フライト
→往路復路そllぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに
フライト差額が必要です。(おとなこども同8百 )

出発日より8日間まで復路便の延長が可能です。
※ただし、10/14、 11/4、 12/28～ 1/5、 1/13、 2/11、 2/24、 3/22、
4/29、 5/2～6の帰着にかかる復路便の延長はできません。

新千歳空港

青森空港、秋田空港、いわて花巻空港
仙台空港、新潟空港のいずイtrtを¬用

青森空港、秋田空港、いわて花巻空港、
仙台空港、新潟空港のいずオ1かを利用

同 」AL2810

便  名 新千歳発 仙台着 便 名 仙台発 新千歳着
」AL2900 08:20 09:25 ¬ 」AL2901 07:50
」AL2902 11:40 12:45 日 」AL2903 11:10

:A 」AL3980 12:50 13:55 口 A」AL2905 13:05 14:15
口A」AL2904 14:45 15:50 IAI 」AL3981 14:25 15:35
□」AL2906 18:50 19:55 」AL2907 17:05 18i15
医|」AL2910 19:50 20:55 」AL2909 20:25 21:35

●上記運航スケジュールは2019年 7月現在の10月の運航予定で、運航会社 スケジユール 便名は変更または運体になる場合があります。最新の」ALグループ国内線8寺刻表、または旅行会社でご確認のうえお申し込みくださいぅ
:JAL=日 本航空|

往路搭乗日 10/1^-6
10/7～10
10/13^-31
11/3^‐ 30

10/11・ 12
11/1・ 2

12/1～ 26、 1/5～ 10
1/14～ 2/2、 2/12～20
2/25～3/19、 3/22～31

12/28^-1/4
1/11～ 13

2/8^-11、 3/20・ 21
2/21^-24 4/1～ 28

5/7^-31
4/29^´ 5/3

Aフライト 差額なし 差額なし -2,000 差額なし 差額なし +16,000 差額なし +13.500 差額なし +1,500 +18,000
Bフライト +700 差額なし -3,000 +7,500 差額なし 3,000 +3.500 差額なし 差額なし 差額なし
Cフライト +700 -2.000 -3,000 +7,500 +16,000 3,000 +16,500 差額なし +1,500 +18,000
Dフライト +3,000 2,700 +500 差額なし +9,500 +2,000 +500 +3,500 差額なし 差額なし 差額なし
Eフライト +3,000 +2,700 -2,000 差額なし +9,500 +14,000 +17,000 差額なし +1,000 +17,500
Fフ ライト +2,500 +1,500 -2,000 -2,000 1,000 差額なし 2,000 -1,000 -4,000 +1,000
Gフ ライト +2.500 1,500 -500 -2,000 +9.500 差額なし +il,000 -1,000 -4,000 +13,000
Hフ ライト +4.000 ■1,500 +1,000 +10,000 +2.500 +1,000 +4,000 差額なし +1.500 ■1,500
|フ ライト +4,000 +4,000 -1,000 1,000 +10,000 14,500 +1,000 +17,500 差額なし +2,500 +19,000

復路措乗日 10/2～ 6
10/7-10
10/15-31
11/5^´ 30

10/11～ 14、 11/1～ 4
1/10、 2/ア 、3/19
4/29～ 5/1、 5/4～ 6

12/1～ 26、 1/6～9
1/14～ 2/2、 2/12～20
2/25～3/18、 3/23～31

12/27
2/21

12/28～ 1/3
2/8^-11
3/20

1/4・ 5
1/11^-13
3/21 22

2/3^-6 2/22^-24 4/1 ‐28
5/7～ 6/7 5/2・ 3

Aフライト 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし +18,500 +8,000 差額なし +19,000 差額なし
Bフライト +700 -800 差額なし -3,000 +7,500 差額なし 差額なし -3.000 +3,500 差客頁なし 差額なし
Cフライト +700 -800 差額なし -3,000 +7.500 +19,000 +6.000 -3,000 +22.000 差額なし
Dフ ライト +3,000 +2,700 +500 差額なし +9,500 +2,000 差額なし +500 +3,500 差額なし 差額なし
Eフライト +3,000 +2,700 +500 差額なし +9,500 +14,000 +500 +17,000 差額なし +9,000
Fフライト +2,500 +1,500 -1,500 -500 -2,000 -1,000 -1,000 差額なし 2,000 1.000 +1,000
Gフライト +2,500 +1,500 -1,500 -500 -2,000 +9,500 +7,000 差額なし +13,000 1,000 +5,000
Hフライト +4,000 +1,500 +1,000 +10,000 +14,500 +9,500 +1,000 17,500 差額なし +1,500
1フ ライト +4,000 +4,000 +3.500 +1,000 +10,000 +2,500 +1,500 ■1,000 +6,500 差額なし +10,000

JALノレク
8

D 」AL2821 二 」AL2822 ¬ 」AL2871

祝:2018年12月 ユネスコ無形文化遺産登録

150枚を超えるなまはげ面は圧巻の迫力!

■代金 (1名様):お とな400円 小 中・高校生200円
呻 lNIN8333B
■最少催行人員 1名
■代金に含まれるもの:なまはげ館入館料、
消費税等諸税。

(運営)株式会社おが地域振興社
0185‐22‐ 5050(8:30^‐ 17:00)
取消料:なし

アスパム「パノラマ映画館・展望台セット」と
「ねぶたの家ワ・ラッセ入場券Jがセットでお得I

■代金 (1名様)お とな1,000円  中 高校生750円  小学生450円
…

NN8333A
■最少催行人員11毛
■代金に含まれるもの:青森県観光物産館アス/ヾム+青森市文化
観光交流施設ねぶたの家ワ ラッセ2館共通券料金、消費税等諸税。
〈運営)公益社団法人 青森県観光連盟
0177355311(900～ 18:00)取消料:なし

■設定期間:2019年 10月 1日～2020年6月 7日 |たびJA日

時刻表・フライト差額

―プ時刻表I                                 JALグ ル

便  名 青森着 便 名 青森発

¬」AL2803 10:00 ё 」AL2804 11125 12:i0
■国 」AL2805 14:10 14:55 囲 F 」AL2806 12:45 13:30
G 」AL2809 19:10 19155 20:25 21:10

い た

使 名 使 名 折千歳殖
H 」AL2831 07:45 08:40 」AL2830 09:00 09:55
J」AL283〔 13:30 14:25 J」AL2832 14:55 15:50
□ 」AL283S 16:00 16:55 1由 JAL2838 17:25 18:20

青森県観光物産館アスパム
+ねぶたの家ワ0ラッセ 2館共通券 躙剛腱Ш

フ



●基本代金は宿,自数を基本とします。出発日により基本代金が異なりますので、
出発日カレンダーとあわせてご覧ください。

■出発日:2019年 10月 1日 ～2020年5月 31日 の毎日発 ■最少催行人員:1名 (た だし、1名の場合は1名に1室の設定があるホテルのみを利用した場合に限ります。)

-1,自 =NS8051□ 、2,自 =NS8052□ 、3,自 =NS8053E
□=同日乗り継ぎ X、 翌日乗り継・ LY

基本代金(1名様)

国匡西1組み立て型

単位:円

A C D E F G H | 」 K M

おとな 61β00 118,001

ど 108β Ol |16800

２
泊

おとた 50,800 52,800 78,800 79β 00 124111

521800 67,300 73800

３
泊

60,300 7,300 76,300 82,800

831300 137,30(

●上記基本代金はホテルを23名以上1室で利用した場合のものとなり、1室あたりの利用人数またはホテル
によりすべての利用人数でホテル差額が必要です。              >詳 しくま11～ 16ペ ージ
●フライトによつてはフライト差額が必要です。>詳しくま10ペ ージ をご覧ください。

基本代金(1名様)

『
瀞 目出1泊 =N58051日 、2泊=NS8052□ 、3泊=NS8053コ ■嘘闊И 組み立て型
 ヽ  □=同日乗り継ぎ X、 翌日乗り継ぎ Y

単位:円

A C D F G H l 」 K L M

42300 481300 761800 1401300

こども 52800 129,80〔

おとな 691801 117,80( 143,800 164301

こども 97.300 107180(

3
67,300 111,80( 146101

66.300 136,300

●上記基本代金はホテルを23名以上 1室で利用した場合のものとなり、1室あたりの利用人数またはホテル
によりすべての利用人数でホテル差額が必要です。              >詳 しくは11～ 16ペ ージ
●フライトによつてはフライト差額が必要です。レ詳しくま10ページ をこ覧ください。

基本代金(1名様)

騒醜嘔日 1泊 =N58051コ 、2泊=NS8052□ 、3)自 =NS8053G□ШttИ 組み立て型
□=同日乗り継ぎ:X、 翌日乗り継ぎ Y

単位:円

A B C D E F G H l 」 K L M

63,300 64,300 111800

こども 58,800

２
泊

44300 49,300 52,300 90,300

ことも 55,300 105,300

３
泊

おとな 771800 123i300 152,80{

こども

●上言己基本代金はホテルを23名以上1室で利用した場合のものとなり、1室あたりの利用人数またはホテル
によりすべての利用人数でホテル差額が必要です。              >詳 しく{ま 11～ 16ページ
●フライトによつてはフライト差額が必要です。レ詳しく|ま 10ページ をご覧ください。

r需
=ロ
ョ1,自 =NS8051□ 、2,8=NS8052匡
□=同日乗り継ぎ X、 翌日乗り継ぎ Y

基本代金(1名様)

3泊=NS8053□ ■崚
““

組み立て型

単位:円

．　　口　”９

A C D E F G l 」 K

１
泊

おと 38,800 42,80C 49,300 70,30( 72,800 103,800 121,800

ど 37,800 51800 67.800 111800

おとな 45:800 49,800 54,000 63:300 70,800 77,800 1191300 136,800

こどt 57,300 58,30〔 65,800 72,800 109,300 126,800

３
泊

おとん 51,300 57,300 58,300 64,800 75,80( 78,800 87,800 129,800

ど 57,300 59,80〔 63,800 82,80〔 119,80C

●上記基本代金はホテルを23名以上1室で利用した場合のものとなり、1室あたりの利用人数またはホテル
によりすべての利用人数でホテル差額が必要です。              >詳 しくは11～ 16ページ

●フライトによつてはフライト差額が必要です。>詳しくは10ペ ージをご覧ください。
基本代金に含まれるもの
●往復の航空運賃 (個 人包括旅行割引運賃適用)国 内線旅客施設使用料 (対 象空港利用の場合のみ)、 宿泊費 (ホテル差額は含まれません)、 食事代 (各 ホテルごとに明記。ただし、食事なしのホテルをお選tlの場合は食事代は含

まれません。〉詳しくは11～16ページ )、 消費税等諸税。●こども旅行代金適用者のみでの 1名 /1室利用はできません。

００
Ｚ
「ｍＺ
「い

昨■尋「11

1～3泊共通出発日カレンダー

松山発



■旅のプランに合わせてお好きなフライトを選べます。
差額なしでご利用いただける基本フライト、また差額が必要なA・ Bフ ライトがあ
ります。
●当日やむを得ない理由 (天候など不可抗力 その他)によりご予約いただいた便名および出発時刻が変更になった場合でも
フライト差額の払い戻しまありません。

出発日より8日間まで復路便の延長が可能です。
※ただし、10/11～ 14、 11/1～ 4、 12/27～ 1/5、 2/21～ 24、 3/19～ 22、
5/1～6の帰着にかかる復路便の延長はできません。

☆往路は4つ の空港から、復路は5つの空港からお好きな組み合わせがご利用しヽただけます。

|   1基 本フライト ー基本代金でこ利用いただけます。

|    IAフ ライト  |    IBフ ライト
ー往路 復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額が必要です。(お とな こども同額)

|

広島空港・岡山空港(岡山桃太郎)。出雲空港(出雲縁結び)。高松空港・徳島空港(徳島阿波おどり)。高知空港(高知龍馬)。松山空港 ※発着は同一空港禾鴨に限る
辱

羽田空港(同日または翌日乗り継ぎ)

青森空港、三沢空港、秋田空港、山形空港(おいしい山形)のいずれかを利用 青森空港、三沢空港、秋田空港、山形空港 (おいしい山形)、 函館空港のしヽずねかを利用
※復路は函館空港もご利用いただけます。

便 名 広島発 羽田着 便 名 羽田発 広島着

口  」AL252 07:40 09:00 口  」AL257 09:50 11:15

口  」AL254 09:05 10:25 口  JAL259 11:15 12:40

口  JAL256 11:55 13 15 口  JAL261 13:30 14:55

コ  」AL258 13:20 14:40 口  」AL263 14140 16:05

ロ AL260 15:40 17100 口  」AL265 17:40 19:05

ロ AL262 16:50 18 И  」AL26フ 19:45 21 15

ロ AL264 17:55 19:15

□  」AL266 19:50 21

便  名 高松発 羽田着 便 名 羽田発 高松着

口  」AL474 07:25 08:40 口  JAL4フ ア 09:30 10:50

口  JAL476 09:45 11:00 口  JAL4フ 9 12:00 13:20

口  JAL478 11:30 12145 口  JAL481 13:40 15:00

』  」AL480 14:00 1515 口  」AL483 15:25 16:45

口  JAL482 15:45 17:00 口  JAL485 18:00 19:20

口  JAL484 17:30 18145 口  」AL487 20:00 21:20
口  JAL486 20110 21 25

便 名 羽田発 青森着 便  名 青森発 羽田着

ロコ 」AL 41 09:15 И AI JAL140 07:35 08:55
И tt」 AL 43 09:55 11110 口匿 JAL 10100 11:20

口 AI」 AL 13:20 14:35 И tt 」AL1 44 11:55 13:15

口 日 4フ 15:00 16:15 膠□ 」AL1 46 15:20 16:40

И tt」 AL 18:30 19:45 曖日 JAL 17100 18:20

口日 JAL 51 19:55

●

●上記運航スケジユールは2019年 7月 現在の 10月 の運航予定で 連航会社 ス
ケジュール 便名は変更または運体になる場合があります。最trのJALグルー
プ国内線時刻表 または旅行会社でこ確認のうえお申し込みください。

●羽田空港での乗り継ごには25分 以上の時間が必要です。

「」AL=日本航空|

JALノ tノク
10

鴨泌羽田空港乗り継ぎ

便 名 徳島発 羽田着 便 名 羽田発 徳島着

口  」AL452 07:35 08:45
“
  JAL455 09:45 11:00

口  」AL454 08155 10:05 口  」AL457 11:45 13:00

口  」AL456 11:45 2:55 口  JAL459 13130 14:45

口  JAL458 13i45 4:55 口  」AL461 15:30 16:45

口  」AL460 15i30 16:40 口  」AL463 18:30 19:45

И  」AL462 17:30 18:45 口  JAL465 19140 20:55

"  JAL464
20135

A  」AL1 54
口 A JAL1 56

便 名 岡山発 羽田着 便 名 羽田発 岡山着

コ  」AL232 07:10 08:20 口  JAL233 10:45 12:00

コ  」AL234 10:05 1115 膠  」AL237 14:25 15:40

口  」AL236 12:45 13:55 口  」AL239 16:30 17:45

口  JAL240 16:30 17:45 口  JAL241 19:50 21 10
口  」AL242 18i30 19:40

嗚9羽田空港乗り継ぎ 勧
便 名 出雲発 羽田着 便 名 羽田発 出雲着

口  」AL276 07:55 09:15 И  」AL279 1015 11:40

口  」AL278 09:55 1:15 膠  」AL283 14:00 15:25

口  JAL280 12:25 3:45 口  JAL285 17:20 18:45

口  」AL284 16:20 ア:40 И 」AL287 18:30 19:55

口  JAL286 19:25 20145

便  名 松山発 羽田着 便 名 羽田発 松山着

口  」AL430 07:50 09110 И  」AL433 09:45 11:15

И  」AL432 11:00 口  JAL435 12:30 14:00

口  JAL434 12:00 13:20 口  」AL43フ 15:35 17:05

口  」AL436 14:50 16:10 膠  JAL439 16:55 18:25

口  」AL438 17:45 19:05 口  JAL443 19:40 21

□  」AL440 19:20 20:40

」AL1 74

便  名 高知発 羽EE着 便  名 羽田発 高知着

И   」AL490 07:15 08:25 田  JAL493 09:25 10:50

И  」AL492 09:30 10:45 И  」AL495 14 15:40

口  」AL494 11 13:00 口  JAL497 16:55 18:20

□   」AL496 16:30 17:45 口  JAL499 18:55 20:20
И   JAL498 19100 2015

復路搭乗日 右記以外

10/14
1/2、 1/5
1/11、 1/13
2/9、 2/11
4/29

協塑螂
Aフライト +2,500 +2.500 +7,000

Bフ ライト +4,000 +10,000 +12,000

時刻表・フライト差額

巨融Lグループロ寺刻表 |

D2‖:四ロヨ踊断ヨ 広島発着
あわせて鬱をご覧ください。

D,‖
―

相嘔 岡山発着
あわせて醸をご覧ください。

D別::四涯 ヨ淵 躙  高松 発着
あわせて磯をご覧ください。

D囲:― 精■ 松山発着
あわせて議をご覧ください。

D囲:¨ 精こ 高知発着
あわせて0をご覧ください。

青森空港

函館空港

便 名 函館発 羽田着

口 61 JAL584 09:55 11125

口|ユ 」AL586 15:00 16:30



お子さま連れにうれしい
「こども添い寝旅行代金」設定

籐写由騨
ご利用いただけない宿,自施設
●P llホテルユニサイトむつ
●P13奥入瀬 森のホテル
●P14仙渓園 月岡ホテル
●P15ホテル瑞鳳、湯元 吉Tf
●P16湯 の社 ホテル志戸平

ホテル差額は1,白 1名様の代金です。また、参力]人数ではなく、使用するルームタイプによつて必要です。こどもホテル差額は3名 以上/1室利用で1室につきおとなホテル差額適用者
2名以上ご利用時に適用します。なお こどもホテル差額の言隻定わ`ないホテルはおとな こども同額のホテル差額です。

団 基本代金でご利用いただけるホテルです。 雲 蕗 孔 ぅ要?`三鴻 量≦ぜ選

=需

上2カラう完g利
レ ムタイプ舵 )の ホ刀 レ差調お らに追加で差額が必要

言)の ホテル差額が基本ホテル差額です。

●洋室 (1～3名 に1室 )

●朝食付き
しN〕 14:00[日 11:00
●」R青森駅より徒歩
約5分

-0自
者無料

EEEDNE880]A ― 青森市岬 /AOJ
※写真 ますべてイメージです。

●洋室 (1・ 2名 に1室 )

●朝食付き

約15分

圃囲
喫煙 禁煙選択可

●洋室 (1～ 3名 に1室 )

●朝食付き
ホテル朝食または古川市場
わら,Flk晨亀ィス(希 :青森市民にも観光客にも大人気の「のっけ丼J。場牢1甲青T望不可甲|り ]古川市場内で食事券を使い、ます|よどんぶり

ξl儘景累詳込IΞ鱚蹂 、惣菜をの引すた
蹂睾象Fワ堤象腸分1聾董鏡参讐嚇妻義矛デイ11挫請狛吟■営業時間 :7ЮO～ 16:00(火 曜定体)

―
NE8701A 呻 青森市内 周辺/AOJ   ~

●洋室 (1～ 3名 に1室 )

●JR青森駅より車で
約5分

圃囲
(中

―
NE8701A 回 青森市内 周辺/AO」

●洋室 (1・ 2名 に1室 )

●食事なし
*朝食はバイキングと
なります(無料)

回 15:00匝囲 10:00
●JR青森駅より徒歩
約 1分

IElaNE8801A `蜀回田青森市内周辺/Att」

賽饉 ]キ
.    1 圏|●青い森鉄道浅虫温泉駅

|¨

通::|‡ 1緻魏Iを「芭1勇轟:

瞥:|ヽ

:帥剌象鶉

回 NE8601巨 E罰□田青森市内周辺/AOJ

●洋室 (1・ 2名に1室 )

= 藤 " =

. . 喫煙ルーム(1名に1室 )

:l塀饒盟禦°
■ ■
0 0

¨ NE8802G mそ の他青森/AOZ

●洋室 (1～3名に1室 )

●朝食付き
15:00回田11:00

□圃囲

●口:壼
“
■
`1日夕食 下北まること会

席膳
*参力B人数全員でお申し
込みください。(旅行申
込時)

あんこうのフルコース
回 1 500 0UT1 000

●」R下北駅より車で
約50分

こどもは上記よリー律 -4,500円E― NE8702A E― その他青森/AOZ

¨

青荷
"置

管詞ヒQ日匠丞9
室(1～5名に1室)

*部屋風呂・トイレ テレビ
冷蔵庫なし
*寝具の上げ下ろしま各自
●鷹

…夕食 不□食
11口 15000U¬ 1000
●青森空港より車で約60分

*混浴露天風呂は、11:00～
12:00、 1700～ 18:00は
女性専用時間となります。

IE「雫¬ こ:55呂 l η5∞円 |

こどもよ上記よリー律 -3,000円
¨ NE8802A 画団

=田
その他青森/AOZ

●和室(1～5名に1室 )

*部屋風呂なし
●口:口議●日
夕食 不□食

1lN〕 14100回 Dll:00
●JR櫨作駅より徒歩
約15分

よ |

回 15:006□ 10:00

い その他青森 ′AttZ
こども|よ上記よリー律 -3.500円
呻 NE8702A 呻 その他青森/AOZ

畷器辞紹瞥
|

JALノ
=ン
ク

11

‐東Jヒ薪漁磋績1設定‐ホ|テル|ホテル差額
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jNl14:00 @1 'l :00
●」R弘前駅より徒歩
約12分

ホ 卿 聘
油

1,000円

3,000円 5,500円

●口:"Jヨ 1日
夕食朝「土料理「かご膳」
*参力]人数全員でお申し込みください。(旅行申込時)

*18時 30分からお席をご用意しております。

●洋室 (1～3名に1室 )

*1名/1室利用はダブル
●朝食付き
EED13:00〔IB12:00

圏●緻再Tなり EED13:00回D12:00

グレードアッププランは左記に
1泊 につき+2.500円

蜘 NE8603A 呻 弘前 HRO        m NE8600A 岬 ■煎 :り早9

I[]1 s:00 0u31 1 :00
●JR弘前駅より徒歩
約15分

―
NE8703A 

―
弘前/HRO

●駐車場無料(普通車のみ)

●洋室 (12名 に1室 )

*客室はシャワールーム
のみ(バスタブなし)

為 鰐間恵
"¬
H Ю0

lr軒 ●]ム南鉄道中央弘前駅より

鰊
口□囲

□匝■ヨNE8803A 呻 弘前 HR0

●洋室 (12名 に1室 )

●朝食付き

回 N巨8602A 
―

その他青森/AOZ

夕食・不□食コース
*ブッフェ付または和
(当 日案内)

□]⊃ 15:00(】□11:00
●JR鯵ヶ沢駅より車で
約5分

回 NE8802A El― その他青森/AOZ

●洋室(2・ 3名 に1室 )

●日壼堕壺Ш饂
夕食・バイキング
*宿泊‖犬況によリセツト
メニューの場合あり
EED14:006□ 11100
●」R鯵ヶ沢駅より車で
約20分

12:00(】D12:00
1   11平こ青森

=壼
生?「Fi■ 0

分、」R青森駅より車で

グループにアメニティサービス

グランドコンフォート
1洋室 グランドコンフォー
ト・青森ひば展望風呂付き
(23名 に1室 )

●[覇研ヨ樹調
夕食 和食会席

EED1 2:00〔 】D12:00

■上の方にml合 サービスo護日または結婚言醍
ワインハーフボトル1本リービス(ホテルヘ要事前予約)

*参力]人数全員でお申し込みください。(旅行申込時)

湯鋤|:|

(1～4名に1室 )

夕食 禾□食
N 15:00回 日10:00|●」R弘前駅より車で約30分

眩銹

●和室(2～ 5名に1室 )

●口:口
“
議●N

夕食 ノヾイキング
INl14 00 0U+lo oo
●函館空港より車で
約 10分

口□囲
喫煙可

ロ

JAL′マック
12

ll!::||:ミ
:

|:::|:l:|::

００
Ｚ■ｍＺ
「一

弘前
「

奸罰勁EE鰤壺
=Ⅱ
】

農堂
p    _

:註 1141

3,500円 4.500円

1_     |



■設定期間:2019年 10月 1日～2020年 6月 6日
●洋室 (1・ 2名に1室 )

*朝食はバイキングと
なります (無料)

コ 15:00 0uTlo:oo
JR本八戸駅より徒歩約
1分

●洋室 (12名 に1室 )

●朝食付き
N 14:00回 Dl l100
●」R本八戸駅より徒歩
約10分

圃□
喫煙 禁煙選択可

EEEUNE8707A m′ 戸`/HHE

匿
側 ●お子さまへ
けメニティプレゼント
生のお客さまヘフエイス
7プレゼント

ホ

1名 /1室

2,000円 3,500円

4,500円 7,000円

[肛誕罫凛藁勇『聾7:う●II糞燿詐抒冒劃恥調%ホテル差額です。

※写真はすべてイメージです。

●「あずまし」和室(2～4
名に1室 )

*客室はシャワーブースのみ
げヾスタブなし)

●日
…夕食 バイキング

[ID15:00 0UT 12:00
●青い森鉄道三沢駅より
徒歩約10分、三沢空港
より車で

●不□食「お祭り御膳J

*参加人数全員でお申し
込みください。(旅 行申
込時)

*入場受付時間は18:45
～19:00で す。

-4,500円 除外日:11/25～ 29、 4/6～ 9

●洋室 (1・ 2名に1室 )

青い森鉄道三沢駅より
車で約8分

E― NE8806A団回田三沢古牧′MSJ

●洋室 (1～ 3名 に1室 )

●朝食付き

『    □囲

―
NE8807A 面壺

=田
八戸/HHE

*客室はシャワーブース
のみ(バスタブなし)

食 ビュッフェ
15Ю00UT1 200

l‐ 外日111411127～ 121193123～ 4116

日団コ田奥入瀬十和田湖/TWD

●洋室 (2名に1室 )

禾□室 喫煙ルーム
(34名 に1室 )

*洋室 禾日室とも音;屋風呂なし
●H…
夕食 洋食コース料理

II雨 15:00 ЮUTl1 00
●青森空港より車で
約70分

こともは上記よリー律 -3,000円
EllEDNE8605G E五 日田奥入瀬十和田湖/TWD

5:00回]10:00
●青森空港より車で
約90分

圏圃囲
全室禁煙

-3,500円 除夕ヽ日 11/23-4/16

…
奥入瀬 十和田湖/TWD

●和室 (2～ 5名に1室 )

●日
…夕食・不□食膳

約120分

口圃囲
|一

E― NE8805A 呻 奥入瀬十和田湖/TWD

●il室 湖側(2～4名 に1室 )

*23名に1室は部屋風呂なし
客室となる場合があります。
部屋風呂付さ希望の場合は
予約時にお申し出ください.

●日¨
“
ヨ●N

夕食 禾□洋折衷会席
:l雨 15:00回田11:00

りんごジュースサービスC帯在中1

●洋室・湖側(23名に1室)

●口
"“
ヨ巨N

夕食・和洋折衷会席
□]□ 15:00〔 】Dll:00
●青森空港より車で
約120分

黎I需:.囲耐8趙 矧d]
F_1■7碕シ霜
f鶴畠蠅皓 面15お前 i360

●青森空港より車で
約120分

澁 着用写肩∃  圏圃囲列

●和室(2～5名 に1室 )

●巨理昼堅団置
夕食 不□食「いろり炉端
焼料理」(炉 端処)/不□食
「御膳料理J(部屋また
は個室)チョイス

EED1 4:00 10UT 1 0:00
●青森空港より車で

こともは上記よリー律 -3,000円
固嗣田 NE8608A団回田奥入瀬十和田湖/TWD

●洋室 (2名に1室 )

不□室 喫煙ルーム
(3～ 5名 に1室 )

●鳳種腱壼回ョ
タ食 秋田郷土会席膳

●」R田沢湖駅より車で約
20分

□□
喫煙可

*3-5名 に1室のみ

●不□室(2～ 5名 に1室 )

●口:ロヨ●日
夕食 秋田郷土料理
15:000り110100

こどもは上記よリー律 -3,000円
回 NE88,OA 呻 田沢湖周辺/LTZ

1設1定ホテルー|ホ|テル差額

JALノ 0ノク
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●洋室 (1～3名に1室 )

14:00回 ]11:00

シングル、ツイ)
ンランクグレーシップ

1lA m秋 田市内 周辺/AXT

(12名 に1室 )

固コ田 NE8フ 1]A〔覇回田秋田市内周辺/AXT

●洋室 (12名に1室 )

喫煙ルーム
(1～ 3名に1室 )

●朝食付き
EED12:00〔】D12:00
●」R秋田駅より徒歩
約1分

圃囲
喫煙 禁煙選択可

―
NE86]]A 

―
秋田市内 周辺/AXT

●洋室(1～3名に1室 )

15100[□ 11:00
1秋田駅より徒歩

―
NE861l A ¨ 囁調秋田市内 周辺/AXT

●和室・掘りごたつ付き
(2～4名に1室 )

*テレビなし
●口:“ォ11H
夕食 不□食

EED1 4:00(1□ 11:00
●JR田 沢湖駅より車で約
30分、鶴の湯温泉/本
館より約1 5km

喫煙可

こどもは上記よリー律 -3,000円

…
NE8813A い 手L頭温泉郷/NYT

●洋室 (12名 に1室 )

*客室はシャワープース
のみ(バスタブなし)

●朝食付き
[JJ15:00回型11100
●」R秋田駅より徒歩
約5分

囲圃囲

呻 秋田市内 周辺/AXT

●洋室 (1～ 3名に1室 )

●朝食付き
14:00 0@10:00

●」R秋田駅より徒歩
約15分

圏圃囲1-1

●和室(2～5名に1室 )

●口:壼
“
■
`ロ
ロ

タ食・和食膳+ハ ーフ
ブッフェまたは和食膳
(選択不可)

915:00回 □11:00

名物「石焼料理Jサービス
(1組 につき1つ )

15:00 0UT 1 0100
●」R男鹿駅より車で
約25分

圏国囲
喫煙可

雉 下 |

●洋室 (1～ 3名に1室 )

14:0010uT ll:oo
●JR山形駅より車で
約5分

圃囲
全室禁煙

―
NE8726A 呻 山形市内/CAJ

●洋室(12名 に1室 )

●本丸・不□室
(2～5名に1室 )

●口:“F`■日
夕食・山形牛陶板焼きと
季節のこだわリバイキング
*12/31～ 1/2ま特別メニュー
E1500 0UT11 000
JRかみのやま温泉駅より
徒歩約13分

囲□□
喫煙可

こどもは上記よリー律 -3,500円

●洋室 (1名に1室 )

●朝食付き
EED13:00〔国Dll:00
●全室19階以上
●」R山形駅より徒歩
約2分

●洋室 (1名に1室 )

和室・喫煙ルーム
(2～4名に1室 )

●ロロ ■11日
夕食 和食

●不□洋室(1～ 5名に1室 )

●口:""ヨ b曰
夕食 和食「華の会席膳J

i鸞m、担ブ」関)

和室 (3～ 5名に1室 )

*部屋風呂なし
●け
“
a■1●日

夕食・ハーフバイキン

食時ワンドリンクサービス

ElmNE8627A 
…

山形蔵王/YZ0

8辣甥 i珈 鍬房ビ到
―ビス●2連泊以上の方に昼食1回サービス

フA 呻 山形蔵王/YZ0

(1～ 3名に1室 )

き

グレートアップ方″
デラックスルーム
●洋室・デラックスルーム
(12名 に1室 )

1 4:00 Laqrt']1 1 :00

睦 瞥
秘 薔繭L_

IEEmNE8826A 呻 山形市内/GA」



●洋室 (1～3名に1室 )

EEUNE8840B ¨口誦仙台市内/SD」

いヽ、゙・馘駅より徒歩
ミ:濃i 胴

(1～3名に1室 )

'15,00 [,0!t]r r ,00

¨ NE8740B 
―

仙台市内/SD」

室 (1～ 3名に1室 )

15:000国 12:00

40B □団
=田
仙台市内/SD」

●洋室 (1～ 3名に1室 )

*2名 /1室 はスタジオツイン.
ベッドよシングルベッド1台
+エキストラベッド1台利用。
●朝食付き:面物:65 0UTll Юo
●」R仙台駅より徒歩約1吟  圃□
テルオリジナルアメニ

(12名 に1室 )

I (E1s:oo @lr2:oo

′ 12分、市営地下鉄広瀬
通駅より徒歩約1分

回 NE8フ 40B 呻 仙台市内/SD」

●洋室 (1・ 2名に1室 ) ●洋室 (1・ 2名に1室 )

*1名 /1室利用はダブル
ルーム

●朝食付き
⊂]D15100回コ12,00
●全室28階以上
●」%山台駅より徒歩
約9分

  胴
1   圃圃

喫煙 禁煙選択可

呻 NE8640B 呻 仙台市内/SD」

●洋室 (12名 に1室 )

●朝食付き
ll口 14:00ゆ Ulll:00
●」R仙台駅西□より徒歩
約5分

IE―NE8740B 呻 仙台市内/SD」

●JR仙台駅より徒歩

(1～ 3名に1室 )

朝食付き
]15:00 0UTl1 00
」R仙台駅より車で

―
NE8640B 呻 仙台市内/SDJ

●和室 (2～4名に1室 )

●ぃ
夕食 山海味紀行

●JR鳴子温泉駅より徒歩
約5分

口圃
…

…
NE884]B m秋 保 作並/AXS

●禾□室 (2～4名に1室 )

*部屋風呂なし
●ロロ ■15日
夕食・バイキング

□]□ 15:00回 Dl l100
●」R鳴子温泉駅より徒歩

きそば無料(22:30～ 23:30)●ラウンジドリ〕
ス●湯上り処にてアイス・ドリンクサービス

●不□室 海側
(2～5名に1室 )

●ロロヨ|ロ タ食湘食
「三陸海鮮和膳6舌きア夕食 不□洋中バイキング

または和食会席料理よ
リチヨイス

0コD14:00〔】D12:00
・」勁嘲晴勢□□

喫煙可

ドリンクサービス

一．．一一一一二口　　”‐５

０
０
Ｚ
「
ｍＺ
「∽

「麗
野
リ
ツ
■
卜
」に
泊
ま
る
一薄
森
の
旅

オ
プ|

シ
据‐
ナ
リレ
プ
ラ
ン

:ミ|

一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一・一一一一一



●洋室 (1・ 2名 に1室 )

●朝食付き
EED1 2100回□12:00
●JR盛岡駅より車で
約7分

喫煙 禁煙選択可
閤ヨa周■●安比高原|

アイスクリームサービ

●洋室 (12名 に1室 )

*1名 に1室 はダブルルーム
利用

●朝食付き
□日□14:00回日11:00
●JR盛岡駅より徒歩
約7分

●洋室 (1名に1室 )

喫煙ルーム
(1～ 3名に1室 )

●朝食付き
EED1 3:00〔】D12:00
●JR盛岡駅より徒歩
約1分

圃□
喫煙 禁煙選択可

●不□室(2～ 5名 に1室 )

●日麗買ヨ団ヨ
タ食 禾□洋バイキング
*夕食会場は館内または市テルlI葉
館またはホテル千11161の レストラン
*夕食は2部制で17:30～
と1915～です。予約時
にお申し出ください。
N15 00 ЮUT10:00
●いわて花巻空港より車で約1吟 口□囲

喫煙可

●洋室(2～ 5名に1室)

●¨
夕食・和食または洋食
チョイス

OED1 5:006日 11:00
●」R安比高原駅より車で約粉  口国囲

全室禁煙

●宰1暇雰白|

浴券付き(チェ

洋室 (1～3名に1室 )

●洋室 (1-3名 に1室 )

●朝食付き
EED12:00(lD12:00
●」R盛岡駅より徒歩
約3分

圃囲
1喫煙卒煙選F可 |

夕食 佳松園会席膳
(部屋)

N〕 15:00回コ11:00
●いわて花巻空港より
車で約10分

□□囲
全室禁煙

●洋室 (1～ 3名に1室 )

*1名/1室利用はツイン
●日

“
aヨ ●目

夕食 和食会席

回 NE8823B 
…

盛岡市内/MR E― NE8823B 団日田盛岡市内/MR IEEmNE8623B O―盛岡市内/MR

α

」 夕食・和洋バイキング 夕食 不□洋バイキング |
*夕 食会場は館内またはホテル千111
閣またはホテル花昔trレ ストラン |
*夕 食は2部制で1730～ |
と1915～です。予約時 |
にお申し出ください。 |
15100回 ]10:00

●いわて花巻空港より車で約1翰 □□囲
喫煙可

*夕食会t.は 館内またはホテルiI葉
館またはホテル花着のレストラン
*夕食は2部制で1730～
と19:15～ です。予約時
にお申し出ください。

ШJ15 00咆 U¬ ll1 00
●いわて花巻空港より車で約1吟 □□囲

スタンダードフロア
●洋室 (1～ 3名に1室 )

*2・ 3名 に1室はデラックス
ルーム利用

●朝食付き
N 14:00回 Dll:00
●全室22階以上
●JR新潟駅より車で
約6分

□囲
喫煙 禁煙選択可

●洋室 (12名 に1室 )

●朝食付き
ll雨 15:00 0UTl1 00
●JR新潟駅より徒歩約1分

-3,500円
0-花 巻/HNA

こどもは上記よリー律
EE回日日NE88258 EllEDNE8825B 錮 日田花巻/HNA

こどもは上言己よリー律 -3.500円
回 NE8625G 呻 花巻/HNA

●̈不□室(2～5名に1室 )

●日壼腱盪団画
夕食・会席風不□食膳
EED1 4:00回Dll:00
●」R新花巷駅より車で約
40分 、」R花巻駅より車
で約20分

口□
1  喫煙可  |  |_‐

.=t,● 上FFI II― |千  -3.500円
螂 NE8625B 

―
花宅彗 HNA

グレードアッププランリ

、1逼

Ela NE8748B 日団=E新潟市内/KU

●洋室 (1～3名に1室 )

●朝食付き
□DD14:00(皿□12:00
●」R新潟駅より車で
約5分

5,000円 6,000円 8,000円

こどもは上記よリー律 -3,500円
¨ NE8724B 団口田安比/APJ

こどもは上記よリー律 -3,000円
回 NE882]B 団 口田その他岩手/MRZ

「三
15:00 10UT 1 0:00

りR遠野駅より徒歩約粉 口圃囲
喫煙可

場

調

付き
5:00(■ □12:00

」R新潟駅より徒歩
3分

¨ NE8748B 呻 新潟市内/KU

口圃囲
喫煙可

瞬 新 許茶サ|

●不□室(2～4名に1室 )

●υ:“a戸
`●
国

夕食・和食膳
lN 15:00図 10:00
●JR平泉駅より徒歩
約15分

IEllEU N巨 8748B ¨ 新潟市内/KU

↓
′~        ‐‐|●和室(2～ 5名 に1室 )

願打睡 r二専目

こどもは上記よリー律 -3,500円
EEED NE8850B 呻 佐渡/SDO JALノレク

16

ホ

7,500円 8,500円 11,500円
8,000円

ニッコーフロア
●洋室(1～3名に1室 )

喫煙ルーム(1名に1室 )

*2・ 3名 に1室はデラックス
ルーム利用

●朝食付き
|コ]□ 14:00回日11:00●全室28階以上圃[囲

夕食 旬の幸を3品選ベ
チョイスプラン倍5屋 )

Ш 15:00 0UT 10:00
●JR村上駅より車で

じ
●和室 (2～ 5名 に1室 )

●巳獲
“
轟、日

夕食 不□食「会席料理」
l口 15:00回 □11:00
●両津港より車で約30分

付き6需在中1回 )

EEED NE8848B m新 潟市内/KU
―

NE8848B 
…

新潟市内/KJ

□囲
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3,000円



道路交通法上、チャイルドシートの着用が義務付けられています。該当する方は、レンタカーご予約時にご利用になるシー

1憲覇Fl離織 3三状κ誌模県l爺ピ腎ポ留
…

る触乗車定員以下
●レンタカー会社では貸し渡し時に運転者のお名前 ご連絡先などのお申し出が Ll要です。また過去にご利用
時における駐車違反処理を行つていない場合は 貸し渡しができない場合があります。また、利用期間中の交通
違反は返車までに反Bl金のお支払いをお済ませください。●運転中に事故などあわllた 場合でも、当社は代替
サービスの手西]ま できません。●走行距離に制限はありません。●利用時間の短縮による払い戻しはできませ
ん。●現地にて利用日数を超えた場合は延長代金をお支払いいただきます(現地払い)。 ● 1日 間コースの場合
はご利用になるその日の営業時間内に返車してください。●空港対応営業所への返車時間の目安は ご搭乗便
のlU寺 間前です。(ただし 営業時間内に限る。)● 全車種カーナビ標準装備。走行状況や利用条件によつては正
常に作動しない場合があります。また、5年以内の新設の道路や新規宿泊 観光施設はカーナビに表示されない
場合があります。●ETC標 準装備。お客さまの巨TCカードをこ利用ください。(匿 TCカードの貸し出しなどは行つ
ておりません。)● 各クラスとも原則としてオートマチック車です。●万―事故 盗難 故障 汚損などを起こされ
車両の修理 清掃が必要となつた場合、営業補償として下記金額をご負担いただきます。(免責補償制度に力日入
さllて いてもご負担いただきます。)予定の店舗 営業所に車両が返還さlnた 場合(自走可能)20.000円 (タイ
ムズカーレンタルの1/tlAフ ラスは30000円 )その他の場合50.000円 (タイムズカーレンタルの1/VAフ ラスは
ア0000円 )。 ※ノンオペレーションチャージは予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

E TIヨ確J印■ぱ窪Eal嗜記蒻慧婁酉内織 鍮 鍵髪欝駈釘訂躍→諏羅 .鮮ぽ
できません。

L準鋼瀕回 例ヽ 1レンタカー会社指定営業所営業時間内 *詳しくは旅行会社へ。

配車と返車の店舗が他県になる場合

配車と返車の営業所が他県になる場合は別途乗り捨て料金力泌 要です。上記の表にてご確認の上、必ず旅行出発前
に車両の開始日にてご予約ください。●同一県内の営業所にて配車 返車の場合は乗り捨て料金はかかりません。

網‰S濁慶 ゆとりのfクラス」Jをツア…予約と同脂にお申し込みι〕ただけま九

●詳しくは旅行会社にお問い合わせください。       加 召お金 1区 間

`片

道

'+2,000円

〔臨 ■
―・ tr噺

り 座席イメ ジ

「すべてのお客さまが」安心してご旅行を楽しめるよう
空港から旅先まで」ALグループでお客さまをトータルサポートします。

お手伝いを希望されるお客さまのご旅行相談サポート

www.j a [.co.j p/tou r/su pport/
Net PlonH,tcr｀ および PヽS・ は
ベインアンドカンパニー
フレンドライクヘルド

サトメトリァクス システユ、ズ
の登録|“ 標です

ジャルバックでは1つ 1つのご意見を大切にし、」
ただけるよう改善実行、安心。信頼のご提供に

お客さまの声を形に

旅 行 条 件  (要 約 )お 申し込みいただく前に、このページと各コースことのこ案内や注意事項等を必すこ確認ください。 20196

■募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジヤルバック(以下「当社Jという)が旅行を企画して実施す
るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また、
契約の内容 条件は、本パンフレット、旅行条件書、確定書面(旅 程表)お よび当社旅行業約款募集型企画旅行契
約の音風こよります。

■旅行契約の申し込み・旅行契約成立 (1)所 定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくま違約料の一部として取り扱います。

×1取
'肖

料Eヨ 左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用
注)「日帰り旅行 (ツアー)Jに 限り、a、 bの 取消料は( )内 の期日とします。

(2)当 社および当社の受託営業所 (以下「当社らJという)は 、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による
契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3
日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。(3)契 約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受
理した時に成立するものとします。(4)旅 行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて21日前まで
に全額お支払いいただきます。ただし、20日前以降にお申し込みされた場合は、お申し込みE寺 に全額お支払い
いただきます。

日旅行代金 旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の
方はこども旅行代金を、おとな こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用
します。

■添乗員 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必
要なクーボン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行つてい
ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなつた場
合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行つてしヽただきます。

願取
'肖

料等  契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につ
き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と
同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参力日で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参
カロのお客さまから運送・宿泊機関等の(1台 /1室 当たりの)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。

※ 1取消料口引 左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用
*上記表内の「旅行開始後Jと は添乗員もしくよ現地係員が「受付Jを行なう場合は「受付J完了後。「受付Jがない
場合は最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時となります。
*お客さまのご都合により旅行開始日 コース 禾J用便 宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解
除とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の6日前以降の変更はできません。
*各コース・オプシヨナルプランに適用取消料が言己載されている場合はその取消料を適用いたします。
*オプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。

■旅行条件・旅行代金の基準期 日 この旅行条件は 2019年フ月1日 を基準としています。また旅行代金
は2019年7月 1日現在の有効な運賃 料金 規則を基準として算出しています。

■ご注意 (1)お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。(2)交 通渋滞など当社の責に帰
すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の
払い戻しもできません。(3)悪 天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく
なつた場合、当該旅行サービスに対する取消料等の費用を差し3いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、
代替サービスの宿泊費 交通費等はお客さまのご負担となります。

■個人情報の取 り扱いについて 下記受託販売欄に記載の受託旅行業者等および当社は、申込書に
記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用するほか、旅行において運送 宿泊機関
等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続き、並びに旅行先の免税
店 土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用します。
*そ のほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については「旅行条件書Jお よび当社Webサ イト(PC)
(httpノ /WWW iatcojp/tours/footer/p南 vacy htmり をこ参具1くださしヽ。

取消日
曰から起算してさかのぼつて d)旅行

開始日前日
e)旅行開始日
当日(fを 除く)

f)旅行開始後
または

無連絡不参力]a)21日 前まで
津
`11日

前美|つ
b)20風～8日 前
汗 (10日 ～8日前 c)7日 ～2日前

取消料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%

旅行代金
(お 1人様)

10,000円 未満 30,000円未満 60,000円未満 90,000円未満 90,000円以上

申込金 3,000円 6,000円 12,000円 18,000円 旅行代金の20%

tjr=r)L
)-J

取消E 利用開始日の前日から起算してさかのぼつて c)利 用
開始日前日

d)利用開始日 e)禾」用開始後
a)4日前まで b)3E～ 2日前 当日(eを 除く または無運絡不参加

取消料率 無料 20% 20% 50% 100%

ツアーの検索がますます便利になりました。お好みの旅が簡単にみつかります!

JALパック 国内
wwwjalicojpノ dOmtour

コース内容や空席状況のことなどお気軽にこ相談ください。

050日3155‐3333嘔KD:襴31著
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鷺几誦f霊油贔譲嚢:F振ぶ。饂墨見午J用して制ま九
¨

株式会社ジャルバック
観光庁長官登録旅行業第705号
〒■40‐ 8658東京都品川区東品川2-4-■■野村不動産天王洲ビル

@藁胞,農祟颯 颯 躇 公T詈

陶

◆お問い合わせ。お申し込みは
〈受託販売〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営
業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠
慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
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K卜 122210019
発行日:2019年7月 30日  1907/MR 発行所:株式会社ジャルパック 無断複製・転載を禁じます。
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|お客さまアンケ■卜にご協力ください
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