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は8日間まで延長OK!
※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。

0ホテルは何日目のご利用でも0(
077Jbがたまります:鰊喜蹴扁認乳

人気の温泉宿や
レンタカー

オプショナルプラン
もご用意!

早めの予約がおトク!

30日前までに予約完了なら、
1泊 につき500円 割引

※文寸象ホテルは一部ホテルとなり、左言己マークが目印となります。
※宿泊日の前日から起算して30日 前までにお申し込みいただき、かつ同室のお客さま全員の航空機、宿泊などすべてのご予約が確定した場合のみとなります。
※宿泊日の前日から起算して30日 前を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトクな内容の対象外とな

'り

ます。
〔旅行会社の皆さまへ】宿泊日の前日から起算して30日前を過ぎてから予約される場合も、早決30対象ホテルの商品コードでご予約ください.

囲
囲

ロ

1～ 3名に1室
四 15:007 0UT 1 0:00
,」 R弘前駅より徒歩約3分

E― 弘前/HRO

鮨 鼎 К 言縁 穐 :樹 F品 /四 ¬Ю0
+エキストラベッド1台利用  」`Rイ山台駅より徒歩約5分
.□□ 14:00川回 11100
,」 R仙台駅より徒歩約10分
囮 剛 台市内 /SD」      Elu― イ山台市内/SDJ

苺□D14:00/OUT 1 0:00
薔」R秋田駅より徒歩約15分

…12名に1室
.IED14:00/10日 11:00
‐」R秋田駅より徒歩約15分

II―●秋田市内周辺/AXT   
…

秋田市内周辺/AXT II II― 秋田市内周辺/AXT
仙 台

己
囲

12宅 に1室
EED1 4:00/CED ll:00
JR―ノ関駅より徒歩約1分

その他岩手′′MRZ

議□団 15100/□日 11:00
鍮JR仙台駅より徒歩約4分

m仙 台市内/StlJ

1名 に1室
[|1115100/19咀111:00
JR仙台EPより徒歩約8分

E― 仙台市内 SDJ II― 仙台市内 /SDJ

1名 に1室
■N1500/OUT 10 00
JR盛岡駅より徒歩約3分

…
盛岡市内 MR船
鼈冒

1名に1室
lLゝJ15100/10U¬ 11:00
市宮地下:1句当台公]駈より徒歩綺10分

…
仙台市内 SDJ

呻膨団叫
囲

…
山形市内/GA」 E― 山形市内/GAJ

,1～3名に1室,国 15:004回 12:00
薔JR新潟駅より徒歩約3分

II― 新潟市内/K」

フ奮7纂 シ
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こ
北

お申し込みは出発日の前日から
起算して7日前まで承ります。

」AL東 北応援プロジェクト

マイステイ
]3C),500円～57,3001
1泊/aグループ/1朝自付き/往復基本フライト利用(1名詢

1名様より参カロOK 2019.10/1>2020.5/31
E]1購Я

‐ ‐
‐ ‐

m青 森市内周辺/AOJ Eln― 弘前/HRO
…

その他青森/AOZ



彗£1認島スのみ め
●1lN 15:00/6ur ll:oo
.」 R秋田駅より徒歩約5分
'除外日:3/1～4/19

…
秋田市内周辺 ′AXT

'1名 に1室 喫煙は1-3名
・EED1 3:00/m12:00
JヽR盛岡駅より徒歩約1分

12名に1室1翻饂蒜1.0。 d

癒JR下北駅より車で約8分

12名に1室

「
■:14:00/00¬ 11:00
JR本八戸駅より徒歩約10分

…
′ヽ戸 HH巨

…
その他青森/AOZ E― 盛岡市内/MRG― 青森市内周辺 AOJ II― 青森市内 周辺/AOJ

E― 盛岡市内 MR 呻 盛岡市内/MR
…

仙台市内/SDJ     III_イ 山台市内 /SDJ 呻 仙台市内/SDJ
…

福島市内 アFKS

1-3名 に1室
lN11 3:004QШll1 00
」R郡山駅より徒歩約4分

G― その略  FKZ
ol～3名に1室        。1～ 3名に1室
。EII]14:00/QUT ll100    0日 ED13:00/回 口12:00
0JR青森駅より徒歩約5分   ・ JR弘前駅より徒歩約1分

…
青森市内 周辺/AO」   u口 曰口弘前/HRO

。1・ 2名に1室 喫煙は1～3名   01～3名に1室        。1・ 2名に1室
・ ISD12:00/m12:00     0CED12:00/m12:00     00昼 ]14:00/m12100
0」 R秋田駅より徒歩約1分   。JR盛岡駅より徒歩約3分   。JR―ノ関駅より車で約5分

呻 秋田市内周辺/AXT  日団■日盛岡市内/MR

爾磯  ||!

1-3名 に1室
||｀ 114:00/CED1 2:00
J晰潟駅より車で約5分

G― 新潟市内 KU

12:00

●Ш 15:00/囲 12:00
・ 市営地下鉄広瀬通駅より
徒歩約 1分

…
仙台市内/SDJ

●□団15100/国]11:001
・JRイ山台駅より徒歩約3分

01名に1室
●Jn14:00/匝 Dll:00
0」 R仙 台駅より徒歩約2分

un― 仙台市内/SDJ

・ 12名に1室
・IFN11 5:00/う 0〒 12:00
・JR仙台駅より徒歩約9分

E― 仙台市内 SDJ

弘前プラザホテル 駐車料金無料サービス(普通車のみ)

ホテルサンルートパティォ五所川原 女性のお客さまにアメニティグッズサービス
ホテル法華クラブ仙台 女性のお客さまにホテルオリジナルアメニティグッズサービス(お 1人様滞在中1回 )

「葉とらずりんごジュース」1室 1パックサービス(1リットル/滞在中1回 )弘前パークホテル

秋田ビューホテル 館内サウナ割引サービス (現地参考価格 1,512円 -500円 /1'自 につき)

はサウナのご利用はできません
安比高原のアイスクリームお1人様 1イ固サービス6帯在中1回 )盛岡グランドホテルアネックス
館内レストランの夕食10%割引券サービス

ダイワロイネットホテルノヽ戸 ドリップコーヒーサービス、女性のお客さまヘフェイスバックサービス、
お子さまヘキッズアメニティプレゼント

秋田キャッスルホテル 女性のお客さまヘプチアメニティグッズサービス6帯在中1回 )

アートホテル弘前シティ 「ひろさき街歩き旅じょんずクーポンブックJ付き
ウェルカムプチギフト(ア ソートクッキー)、 入浴斉J(お 1人様滞在中1回 )サービスホテルモントレ仙台

差額なし  基本代金でご利用いただけるホテルです。

椰屋タイプ
全 日 全 日 全 日 右記以外

土・体前日
11/7・ 8
4/18～5/5

右記以外
土・体前日
11/7・ 8
4/18～5/5

右記以外
土・体前日
11/7・ 8
4/18～5/5

右記以外
土・体前日
11/7・ 8
4/18～5/5

右記以外
■・4不月」日
11/7・ 8
4/18～5/5

3名 /1室 * 差額なし +1,500 +2,000 +3,000 +3,000 +4,000 +7,000 +4,500 +7,000 +6,000 +8,000
2名 /1室 +500 +2,500 +4,000 +4.500 +4,500 +5,000 +8,500 +6,000 +9,000 +8,500 +13,000 +12,500 +13,000
1名 /1室 +1,500 +3,500 +5,000 +6,000 +8,000 +6,500 +10,000 10,000 +13,000 +12.500 +15,000 +17.000 +19,000
剛 □爵曇鼻子事i)烏毬繍tA □婚舞秒)憔脱B □爵恣藤F当)馬£鵠:c □婚1詰〉諧繍:D 田爵瓢譜)闊:7:E 団惣ホルNE8m 5F □繰湖,NE8015G 団嫁湖レNE8015H

*hグループの「3名 1室」設定はありません。

Cグル…プ

'ループ

|'
一ｂ
一
一ｂ
一
青森国際ホテル

グリレープ n lh e



■温泉地区ホテル 宿泊日カレンダー
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ホテル差額は1'白 1名様の代金です。また、参加人数ではなく 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|よ 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設定がないホテ
ルはおとな こども同額のホテル差客頁です。

L=温 泉付きホテル (温 泉に関する表記内容について
源泉100%:湧出□の源泉に手を力]えずそのまま利用した温泉.た だし 一部の浴槽だけ源泉 100%に 該当している場合もありま
す。力]水 :源泉が高温や成分が強過ぎるため または湯量を補うために水を力]えています.力 B温 :源 泉の温度が低いため適温にし
ています.循環: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。.jた 温泉によつては安心してご入浴いただ
けるように殺菌消毒をしている場合もあります.‐ )

黄金崎 E
●和室(1～4名 に1室)

*部屋風呂・トイレ・冷蔵庫なし
●日員堕盪団ョ
タ食・不□食

皿 14:000日 10:00
●温泉/源泉100%
●青森空港より車で約70分
*ヒバ千人風呂(混浴)は、

聰 は熙

●和室(2～5名に1室)

●日壼堕ョJ己
夕食・和食「いろり炉端
焼料理J(炉端処)/和食「御膳料理」(部屋また
は個室)チョイス

蝙辟響熙
圃

●不□室・山lE(2～ 5名に1室 )

●回棗昼ヨ団目
夕食・不□洋バイキング
*夕食会場よ館内またよホテル千秋
閣またよホテル花巻のレストラン
*夕食は2部制で17:30～と

円     

『

舅

||||  ‐ O

●本丸・不□室(2～ 5名に1室 )

OξI駆gヨSiヨ
タ食・山形牛陶板焼きと季
節のこだわリバイキング
,112/31～ 1/2よ特別メニュー
tl■115:00 tOuT11 0:oo

8員曇
“
偏層訂]曇

[∃
圃

●「あずまし」不□室   |
(2～ 4名に1室)

*客室はシャワーブース |
のみ(バスタブなし) |
●回理蔓釘IIヨ     |
夕食・バイキング   |

噸夢祠
囲|

●和室(2～5名に1室)

●Lj:口
“
ヨロ‖

夕食・秋田郷土料理
国 15,00⊂日 10100
●温泉/源泉100%
●」R田沢湖駅より
車で約20分

   囮]
□
□

1

●不□室(1～5名 に1室)

*部屋風呂なし
●回理畳ヨ団己
夕食・不□食

⊂コロ14:00回 11:00
●温泉/カロ水
●JR鱚作駅より徒歩約15分
*海辺の混浴露天風呂と
女性専用風呂よ、
天候・気温の影響

傷舗航鍔。図

|■■■|■OI
●洋室・モダンルーム

(2・ 3名に1室)

*客室|よ シャワーブース
のみ(バスタフなし)

●回理聾ヨi]懇
夕食・ビュッフェ

鮨訛 1婁ざ
囲

●不□室・山倶」
(2～4名 に1室)

*部屋風呂・テレビなし
●回菫甍釘団ヨ
タ食 和食GБ屋)

EED14:00〔更Dll:00
●温泉/加温・循環
●」R田沢湖駅より車で約30分   国

□

●不□室(2～4名に1室)

*部屋風呂なし
●回菫甕塾団目
夕食。バイキング

⊂団15:000日 11:00
●温泉/加水
●」R鳴子温泉駅より徒歩
約7分

12,000円

14,000円13,000円
-3,000円
El― 田帥 辺′/LTZ

E
『コ謙ロヨNE8906C

こどもは上言己よリー律 -6,500円
回 NE8908C I胸 疇謝 花巻/HNA

●和室(2～ 4名 に1室)

●回口嘔釘G日
夕食・佳松園会席膳倍F屋)

ロコD15:00回 11100
●温泉/循環
●いわて花巻空港より

褥 圏

|  ‐|■8
●不□室 (2～ 5名 に1室 )

●日配麗I籠国
夕食・不□食膳
1雨115:000U110:00
●温泉/力□水・循環
●JR村上駅より車で
約10分 圏

□
圃

"ヽ
コ…口●貸切風呂無料(空きがある場合のみ)    | 魃 |8靡耐靭編〕%電梨編羅舗』軍じ受圃

酸ヶ湯 議牧こ古

ホ
テ
ル
差
額
３

聰口四口その他青森 AOZ
-4,500円
El― 三沢 古牧/MS」

奥入瀬 十和田湖| 田沢湖

花巻 花巻

12,000円   1  13,000円

L― 榔 泉郷 NYT

鳴子 瀬波

10,500円 1 11,500円 12,500e | 15.000n

こどもは上記よリー律IE―NE8909C El―鴎弓子/NR〈



マイステイ東北・新潟 共通旅行行程表
●出発日/2019年 10月 1日～2020年 5月 31日の毎日発

※ホテルによつては一部設定除夕十日がごさいます。詳しくまお申し込み時にこ確認ください。
●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。)
●食事/a～hグループは1'白 につき1朝食付き、その他設定ホテルは1泊につき1朝食1夕食付き
※朝食無料のホテルをお選びの場合は朝食なしとなります。

●設定出発地/札幌 組み立て型

●旅行行程について 出発日より最長8日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。)

●宿,自施設について 宿泊は1,自～3,自 まで、旅行期間内はいつでもご利用いただけます。設定ホテル以外のご宿)自はお客さまご自身でご
手配ください。2)自以上こ利用の場合 1,自 ごとに異なるグループ、異なるホテル音5屋タイプの組み合わせが可能です。お選びいただく
ホテル音F屋タイプによってはホテル差額が必要となります。こ利用便によつては、朝食をお召し上がりいただけない場合がございます。

●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
場所は特に記載してある場所を除き、レストランまたは食宰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J表示はいずれかのお料理 食事場所となり、ま旨定はできません。「バイキング」の場合、一部施設都合により「セ
ットメニュー」こ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しヽ場合があります。

●基本代金に含まれるもの ●旅行行程表に明示した往復の航空運賃(個 人包括旅行割引運賃適用)、 国内線
旅客施設使用料は寸象空港利用の場合のみ)●宿

'自

費 (お もてなしを含む ホテル差客可ま含まれません)0食
事代(朝食無料のホテルをお選びの場合は含まれません)●消費税等諸税

●利用航空便/希望便 *ク ラスJの設定はございません。フライトスケジュールの変更に伴い便嗜発着時間腔 更となる場合がこ
ざいます。航空便の発着時亥引ま、最新のJALグループ国内線時亥1表または旅行会社でご確認ください。
お客さまの状況によつては、当初の手配内容に含まInてぃない特別な配慮、措置が必要となる可能性があります。詳細
は、「旅行条件書」の「お申し込み条件」をご確認のうえ、特別な配慮、1昔置が必要となる可能性がある方は、ご相談させ
ていただきますので必ずお申し出ください。

■ 1・ 2・ 3泊コー ス共 通 出発 日 カ レンダ ー 出発日により、基本代金が異なりますのでご注意ください。

■基本代金/1名様(おとなにども同額)

便 名 出発時亥」
A 」AL2901 09:00
下 」AL2903 11:10
LJ 」AL2905 14:15
日 」AL3981 4:25 15:35
」AL2907 7:05 18:15
」AL2909 20:25 21:35
社 スケジ
ご確認の

ュール 便名は変更またよ運体に
うえお申し込みください。

行
金
旅
代

基本|
絆 余Э亀ゆ響

変7針の|□顕.ョ 製稿歪峯墓雰薯鮒冒鍋邑忌藉辮曇ぎ『劣∫薪層齢 、高編霙艶 まへ |~~ぉ 場各:1瑞穫業梅 ます」
単位 :円

慶摘孵調 |」 AIF旦興
「フライト差額Jとはお客さまがお選びいただいた航空便と
「基本代金Jでご利用いただける航空便との差額です。「ホテル差額Jとは、お客さまがお選びいただくホテルと
「基本代金Jでご宿泊いただけるホテルとの差額です。

■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、差額が必要なA～|フライトがあります。

中 基本フライト→基本代金でご利用いただけます。

二=コ Aフライト 匡=コ Bフライト 「TT¬ Cフライト 
ー

Dフ ライト

「
=¬ Eフライト 

ー
Fフライト 匡~二 Gフライト 匡=コ Hフライト

E=コ |フライト
→往路、復路それぞれのこ搭乗日に応じて片道ことにフライト差額が必要となります.(おとな こども同額)

新千歳空港 希望便 ぃ`各空港ム ホテル國■        各地C自 )

國■                          各地(泊)

四目4各空港 希望便 ぃ`新千歳空港
12:10

□ 」AL2810*右記の時刻表に記載の東北・新潟の5空港より往路・復路と異なる空港の組み合わせが可能です。

回 」AL2821
lEJ」 AL2827

1亘 」AL2822

同 」AL2831
□ 」AL2833 EHl」 AL2832

□ 」AL2838

□ 」AL2872 iCI JAL2871 11110

便 名 出発時刻 到着時刻
JAL2900 08:20 09:25
」AL2902 2:45

日 」AL3980 2:50 3:55
囚 」AL2904 4:45 5:50
囚 」AL2906 8:50 9155
□ 」AL2910 9:50 20:55

●上記運航スケジユールは2019年 8
る場合があります。最新のJALグ ル

宿泊日数 呻 A B C D E G H l K
NH8031 A 3名 / 室 30,500 32,500 32,800 33,800 37,800 41,300 45,800 48,800 50,800 55,800
NH8032A 3名 / 室 36,300 36,300 37,800 39,300 39,800 42,800 46,800 50,800 53,800 56,800 58,800
NH8033A 3名 / 室 40,800 40,800 43,300 44,800 45,300 47,300 49,800 51,800 54,800 63,800 67.800

|*1・ 2名 1室 でご参加の場合 またはホテルによりすべての利用人数で上記基本代金にホテル差客頁が必要です。また、フライトによつてはフライト差額が必要です。*おとな。こども同額 |

往路搭乗日
10/1-10

10/15～ 11/21
11/25^-30

10/12、 11/23
10/1314
12/20^-23
12/27^-29

12/24-26
4/1-23
5/フ～31

12/30^-1/3

5/2 3 5/5 6
1/6^-9 1/14-2/4

2/13～ 3/22 3/23^-31

Aフラ 差額なし +11500 斧宮百なし 差R頁なし し
Bフライト +2 豪

=宮
百アミ1, +2,000 +2,500 +2,500 +1,5 差額なし + t

Cフライト +2800 +3500 斧額なし + +11500 + +2,500 :なし
差額なし 差額なし :なし +2,000 +2 十 +2 +1 十

:フ ライト +2500 +3000 差額なし +11 +12.000 +9,000 ■2000 +1,500 +
Fフ ライト +500 +500 +1000 +500 0 差額なし +1,000

+500 +1,000 +8.000 +500 +7,500 +1 +500 差額なし +1000
Hフ ライト +3000 +1500 + 0 +3 +1,000 +2,000
lフライト ■3,000 +11,500 +2 ■ 1 +3 +2000 +6500 +2.500 +2.000

復路搭乗日 10/15～ 11/21
11/25-‐ 30

10/11 10/12、 11/23

1/10^-13
12/24-26

4/30、 5/7^-6/フ
12/3031 12/27^-29 1/1^-3

2/12^-3/22 2/フ ^-11 3/23^´ 3
5/5・ 6

Aフライト +6.000 差額なし 差額なし +11,500 +6,000 差額なし 井額なし +6, 差額なし +11.500
Bフライト +2800 弄客百なし 差額なし 差額なし 十 +: +2.500 +2,500 な し +2500
Cフ +2,800 +2, 十 +2500 +2500 +6. + +11,500

ト +2500 差額なし ■2.000 -5,000 懸し +3,000 +2,000 + +2000 差額な t 差署頁なし
Eフライト ■2500 +5 し +2 +3500 + +6.000 +2,000 -5,000 +11,000
Fフ ライト -2,000 +500 -1,000 +6,500 +1000 +! スし +1
Gフライト 十 +3500 +1,000 +500 +4,000 頁なし 十

Hフライト +3,000 +1,500 +1.500 +3000 +1.000 +2.500 +2,000 +2,000
|フライト +3000 +7.000 +1.500 +3,000 +12,500 +1,500 +3000 +3 +6 +2500 +12.000

●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よありません。

匹]=無料大浴場あり

懸 =有料大浴場あり

囲 =W「 FI(無料)

圃 =W FI(有料)

ltN)=fTy?4>g3r\
l]ur)-+a,v?7)fg+rt)
N=V-U-A-'y7 4>d+*tl

@B=D 1 l- f t'v t 7, t-s**t)

超b=温泉付きホテル バた=ニッコーホテルズインターナショナル舅■αrγ O=ホテル」ALシティ

歴日=喫煙 禁煙選択可 (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)

歴日=喫煙可能です。
巨]=全室禁煙  ※特に記載がない場合、当バンフレットでは禁煙の設定です。

4=ド′声κtt■居轟咆ぃた日すます。ご予鯛こお申し出ください
囲 =1名 /1室でご利用の場合、ダブルの 1室利用となります。

(選日凰
"マ

ークの付いたホテルの言羊細はおもてなし一覧をご覧ください。おもてなしは特に
注釈がないかざり、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、こ利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。

*イ ンターネット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記載しております。
接続方法・ご利用料金詳細については直接ホテルにお問しヽ合わせく
ださい。

記号の見方問 嘲 8馬言窟属[1まう賜闊 亡簡 催:ネピ魏功
※=お客さま負担  希望便=お客さまのご希望の便をご利用いただけます。

″
`「

i滉 _¬」[「
'4n¨“

JALグルニプ時刻表

口1 」AL2804 11125
□ 」AL2806 12:45 13:30

20125

07:45 08:40
13:30 14:25

il 」AL2839 16:00 16:55

口 」AL2830 09:00 09:55
14:55 15:50
17:25

HOTELGUIDE



博L二 |=ヲ警ス
ltウ

ζ片 多 麗 男f HBク ラス B WAク ラス W
配車と返車の店舗が他県になる場合は、別途乗り捨て料金が
必要です。下記の表にてご確認の上、旅行出発前に車両の利用
開始日にてご予約ください。 トヨタ

イツツ
(―例)

■レンタカー代金 (1台/単位:円 )

ヽ車種の希望はお受けできません.

ヽ4,白 5日以上の利用をご希望の場合 3泊 4日間コースに延長1日 コースを不足日数分追力]してご予約ください.

ヽ日Bク ラスはトヨタレンタカー (草種指定なし)です。

■車種―例 全レンタカー会社全フラス禁煙車指定です.

¨ ¥鼈嘉罫礼 峯肇表F粧
含⑥ 免`責補信卦斗金 髄 下 記の腺 険につい

販↓出喜四理型固廼盤塾】
鴫 蝙 柔薪讚i竃覆5璽椰

"の

でお 承ください。

●対物補償:無制限(1事故限度額)

:霙冒層霰緻再ξ∫げ|り]ヨ:詠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

ち撃 酬 勇 ま帳
櫂 する後遺障是劉 、23級の所定硼 犬

※搭乗者の自動車事故によるケガ (死亡・後遺障害を含む)こつき、運転者の過失割合に関わらず、損害額

遠 璽曇状贔は33レ カ 各社加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。

mョ睦ゴ印■たたここ翼義卿 憲璽髪ミ醤晰 躁TP接続がある場合のみ送迎付き.
ホテルヘの配車・返車はできません。

型藍ヨ踵獲鮨ИIレンタカー会社指定営業所営業B寺間内 *詳しくは旅行会社へ。

●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必要です。また過去にご利
用時における駐車違反処理をイiっていない場合は、貸し渡しができない場合があります。また、利用期FBO中
の交通違反は返車までに反則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れた場合でも、
当社は代替サービスの手酉]ま できません。●走行星巨離に制限はありません。●利用時間の短縮による払tl
戻しまできません。●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(現地払しヽ)。

● 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。●空港対応店舗への返車
時間の目安は、ご搭乗便の1時間前です。(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ETCカ ードを LTl用 くださしヽ。
(ETC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1'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
負担しヽただきます。(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
が返還された場合 (自走可能)20,000円 ψ イムズカーレンタルのWAク ラスは30.000円 )その他の場合
50000円 (タイムズカーレンタリレのWAク ラスは70000円 )。 ※ノンオペレーションチャージは予告なく変
更にrdる場合がありますのでご了承ください。●冬期はスタッドレスタイヤを装着していますが、降雪およ
び凍結した路面の運転には十分ご注意ください。また、一部道路にて通イ子止めがあります。あらかじめご了
承くださしヽ。

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が必要です。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。

trJ :io.fsrA Rent a [!r Ot1_ F<'vJADUT l'. (14{-?t1 m)

0ガリックスレンタカー ・ 妻:展轟晰 警写霧9壼唇笑戸ビス15万円
|

壻繁曇輻 願醜騒∫堪笛

クラス 定員 1日間コース 1,自 2日間コース 2,83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 4,800 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
lyAク ラス 7・ 8名 12,200 21,000 31,500 42,000 10,500

リウスなど
カローラアクシオな

アクアなど
X上記の車種は一例です。同等クラスでの配車となります。

Sクラス1日間
コースなら

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
るシートの種類をお申し出ください.な お チャイルドシートの装着により 定員の乗車ができない場合があります。

にOJAL

■設定期間:2019年 10月 1日～2020年6月 7日

www.ja t.co. j p / tout / 55th / 響T製
の に出A‖ マ 列まr__札のたびマニコ 劇にて詳囲 調 かご覧いた日すます.

メニュー:牛たん炭火焼3枚定食
(しお味.た れ味 みそ味チョイス)、

牛たんつくね、
青森産山芋とろろ、ウーロン茶

酢肺 ロョNG8321A(限定)

■最少催行人員 1名
■ご利用可能時間 :

店舗により異なる
■店舗のご案内 :

【対象店舗】エスパル店 泉中央
駅店・定禅寺店・駅前中央本店
■除外日 12/31、 1/1、
5/2^-6
■代金に含まれるものi

食事代、消費税等諸税。
(お 問い合わせ〉各店舗
(旅行企画・実施ジャルパック〉

乳頭温泉郷
鶴の湯温泉の入浴と名物「山の
芋鍋定食Jを お楽しみください。
〔現地参考価格 2,160円 〕

『
肺 ロロNG8321B(限定)

■最少催行人員:1名
■ご利用可能時間 :

日帰り入浴1000～ 1500
ランチ1130～ 13:00

■除外日:12/9～ 11
■代金に含まねるもの :

日帰り入浴代、タオル代、
ランチ代、サービス料、
消費税等諸税。
※毎週月曜日は露天風呂清掃の
ため、内湯のみとなります。月曜
日が祝日の場合は、直近の平日
が清掃日となります
〈運営〉有限会社 鶴の湯温泉
0187-46-2139
取消料 :当 日100%

オプショナルプラン ■設定期間:2019年10月 1日～2020年6月7日利用分

レンタカ■Ⅲ嘩華珂1型雫イン7々:守ty%見甥ソ発街筋
「

■||‐蒲窃蘇饒 t蒋%。

● レンタカ…会社から うれしいポイント ⑬

ルドシー

■|■■■■■■|■■■■■レンタカ■乗り捨て料金に,いて||■ ||||| ||   |

スペシャルプライス レンタカー

Ω 磁渕500由竃3嵩畠で子。
日帰り入浴+ランチ
仙の柵 旬セツト



」ALグループ便
ご利用ならご出発前に 窓側・通路 ・並び などの座席のご希望を承ります。

*予約と同時に座席指定が可能となります。*対象となる座席数には限りがあり、お取りできない場合がごさいます。*事前に座席指定ができない場合はご搭乗日当日
空港にてお手続きください。*使用航空機の変更により、予告なしにご指定済みのお座席番号が変更 取り消しとなる場合がございますのであらかじめご了承ください.

圏蘊ヨ屁 鬼蠍繁」辟魏
口で7イJレ がたまります。

'イルの50°/。を積算いたしま鳥
※マイル積算率は2018年 12月現在の情幸侵です。予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

※経由地やご利用便の変更などにより積算されるマイル数が掲載のマイルと異なる場合、またマイレージブログラムのサー

ビス内容の変更 中止などの場合も、ジャルパックはその責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

※マイレージサービスに関するお問い合わせ、登録などはお客さまご自身で下言己までご確認いただくか、」ALWebサ イトを

ぶ ]し ― ガ ン久 JM助 時 は こち らか ら WW¨ ∞ わ 万雨 /⑤ 莉

」ALマイレージノ`ンクに関するおF・5い合わせ
」ALマイレージバンク日本地区会員事務局

彰 0570・025‐039 海夕ヽなどからTEL 03-5460‐ 3939
月～金 800～ 1900/± 9:00～ 1730(日 祝日年末年始休) 入会済みの方へ:お得意様番号を事前にお申し込み先へお伝えいただくと、マイル登録がスムーズです。

ジャルパックでは1つ 1つのご意見を大切にし、より満足しヽ
ただけるよう改善実行、安心・信頼のご提供に努めます。

「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JAL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・jal.co.jp/tour/support/

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ずこ確認くださしヽ。 20196

艤募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジャルバック(以下陽 社Jと しヽう)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J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
約の部によります。

爾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よ違約料の一部として取り扱います。

鰊 蹴 鼎 瞬 訴餡 碧t朦 繁 鋼 ぶダ 昴 鰊 言ダ:● 弥 Ⅲ 灘

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、お申し込み時に全額お支払 しヽ
いただきます。

は旅行代金 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しヽときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用
します。

饉添乗員 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

電楚【要ぴI聾ξ蟹模fT智誓l嬰雰曇百暦ζRξ峯奮雇Iξζ素磐丁重菖奨8蔓裏春聴望量爾7:[獲
合は、当言亥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いただきます。

響麟鯨取酬麿穐お晶菖事寒層繋倉冒釉 認毅欝既鷲濶躊 蛤埴駆
鰤8ξ響婁ξど壁馘 鍾爵瞥裡靭層吾i駅慇詔愧 運父鶉薦ただきます。

*上記表内の「旅行開始後Jとは添乗員もしくま現地係員が「受付Jを行なう場合は「受付」完了後。「受付」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J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イ

=開
始日 コース・利用便 宿泊施設等イi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、旅イi開始日の6日 前以降の変更はできません。
*各コース オプショナルプラン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。
*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。

爾旅行条件・旅行代金の基準期日 この旅行条件は、2019年 8月 1日を基準としています。また旅行代金
は2019年8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。

爾ご
｀
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1柔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引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。

購1国人情幸晨の取り扱いについて 下記受託販売llll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,自 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プ /wWW jatcoJp/tours/footer/p百 vacy htmOを ご`参員1ください。

専用

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。
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取消日
旅イi開始日の前日から起算してさかのほつて d)崩で子

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
注(11日前まで)

b)20日～8日
'注(10日 ～8日前

20%
c)7日～2日前

取消料率 無料 30% 40% 50% 100%
左言己マーク付きのオプシヨナルプランも上記適用

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 90000円 以上

申込金 3.000円 6,000円 12.000円 18,000円 旅行代金の20%

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。

ォプショナリし
プラン

取消日
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)利 用開始後

または無連絡不参加a)4日前まで b)3日～2日前 当日(eを 除く

取消料率 無料 20% 20% 50% 100%
左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用
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◆お問い合わせ。お申し込みは
〈受話販売〉

奮 012
、ゃ市璽ノ
統 営斯 干
北海道知事]
総鎌 行業

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。

-2121
-トラベル
5丁目5番地 1

: 450■
金 山 学
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