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・ 1～3名に1室 01名 に1室 ・ 1名に1室 ●1名に1室鮨l蕩出
`寧

:品罷:品/囲 1.00
エキストラベッド1台不」用  ●JR仙台駅より徒歩
●囲 14:00/[日11100  争匈5分
●」R仙台駅より徒歩約10分
Ш
“
u仙台市内/SDJ 団回田仙台市内/SD」

●[l口 15:00/[□11:00 0 N15:00/CDll:00 0[1回 15:00/匝□11:00
●JR仙台駅より徒歩   ・ 」Rイ山台駅より徒歩   ・ JRイ山台駅より徒歩
約4分          約8分          約5分

Шロロ仙台市内/SDJ 団回田仙台市内/SD」  団口謝仙台市内/SDJ

●国 15:00/[Dll:00
0市営地下鉄勾当台/AN園
駅より徒歩約10分
※大浴場は男性のみ
駈置田仙台市内/SD」

01～ 3名に1室     01～ 3名に1室
●[コ14:00/[□ 11:00  ●[コ 14:00/OUT 1 0:00
0」 R山形駅より車で   ・ JR秋田駅より徒歩
約5分         約15分

山口田 山形市内/GA」  鰤直田秋田市内周辺/A刈

01・ 2名 に1室      01名 に1室
●un31 4100/囲 11:00 0⊂コ14:00/Q日 11100
・ 」R秋田駅より徒歩   ・ 」R秋田駅より徒歩
約15分         約n5分

Ш■日J秋田市内.周辺/AXT  固団コ田秋田市内.周辺/AXT

三鯰 戌暮継醤分は:異γ邸鞘三|:壻襦詰71浬蓼∞
ます(無料)      約 15分

団置田青森市内.周辺/AOJ 団置田青森市内周辺/AO」  Ш赳出弓ム前/HRO

01名 に1室       012名 に1室O N15:00/ED10:00 0[D15:00/C囲 10100
・ 」R弘前駅より徒歩約3分・ JR五所川原より徒歩
※朝食はバイキングとなり 約 12分
ます(無料)

団置田弘前/HRO   鰤口
"そ

の他青森/AOZ

・ 1名に1室

:⑫靡鱚:
より徒歩約3分   :

■III:t=織 1摯織苺篠濠驚轟機ぶ漱素難難書難海濠毒森苺轟織織濠蒸濠難総議警難彗:難華毒糠叢憲糠濠織苺苺豪豪苺筆織議豪師ヨ帖ms□

勒ド貶|

●1～3名に1室      2名 1室はスタジオツイン
●□]15:00/回コ11:00  ベッド|ょシングルベッド1台 +
●JR仙台駅より徒歩約5分 エキストラベッド1台利用

●⊂コ15:00/EDll:00
●」R仙台駅より徒歩約3分

価口"仙台市内/SD」 団置田 仙台市内/SD」

01・ 2名に1室
●□□14100/〔 ED 12100
・ 」R仙台駅より徒歩約3分

・ 1～3名に1室     ・ 1～3名に1室
●⊂コ14:00/匝囲11100  0ED15:00/E□ 11:00
●JR山形駅東□直結   ・ 」R秋田駅より徒歩

約7分

・ζ葬Fりらスのみ̀
ら●⊂コ15:00/Qコ 11:00

●」R秋田駅より徒歩約5分
除外日:3/1～4/19
回 秋田市内.周辺/AXT

三撻衆曇戌讐OC I
●1～3名に1室
●□□14:00/〔 ED12:00
・ JR青森駅より車で
約5分

回 青森市内周辺ハ 創 回 青森市内周辺40」
l

EllEm仙台市内′/SDJ 筋□田山形市内′/GAJ EIIED秋田市内.周辺′AXT

秋
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01・ 2名 に1室

01・ 2名に1室
●回 14100/QDll:00
0」 R本人戸駅より徒歩
約10分

:日鴇炉 め
α]11:00

・ 」R下北駅より車で
約8分

勁口"八戸/HHE   団回田 その他青森/AOZ

設定ホテルはホテル差額が必要なホテルがあります。ホテ
ル差額については右記をご覧ください。ホテル差額とは、お
客さまがご希望 (お選び)い ただくホテルと「基本代金」でご
宿泊いただけるホテルとの差額です。ホテル差額は1泊 1名
様代金となります。また、ホテル差額は参力]人数ではなく、使
用するルームタイプによつて必要となります。

2名/1室

11/1-3/31

1名/1室

4/1-6/6

+200円
差額なし  基本代金でご利用いただけるホテルです。

⊂亜D=チエツクインE寺刻 匝U⊃ =チ エツクアウト時刻 □困〕 =アーリーチェックインE寺刻 CコD=レイトチェックアウトE寺刻 とら =温泉付きホテル

回 課 料大浴場あり 囲 =Wトロ憮 糊  □ 響 煙礫 煙選択可似 煙礫 煙がお選びいたJすます。 国 毛 室禁煙 *サ
伊]諮竃塾魁裔肇息ぎ誰ご予約時にお申し出ください)

*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
お問い合わせください。
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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。

「

」

■ホテル差額/1泊1名様ておとな・こども同額)

復路便は8日間まで延長OK!|※激 :赦温亦鮒:盤畠足轟黎観
ホテルは何日目のご利用でもOK!
全ホテル朝食付き:   |※強側の祠Иま朝早なし

グループ 議懸鼈 爾晰鐵蟷輻 蝙蠅
おかど背 全日

I商品コード|
NE8051 A NE8051B

3名/1室 差額なし 差額なし +2,000円
+500円 +4,000円

+700円 +1,500円 +5,000円



■出発日:2019年 11月 1日～2020年5月 31日の毎日発 目囲蟄[び 組み立て型
■旅行行程について:出発日より最大8日 間まで復路便の延長が可能です。
(ただし、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
延長はできません。)

■最少催行人員:1名
■食事 :1泊につき1朝食付き ※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 :本L幌

ヽホテ 各地6自 )

各地6自 )

最終日 |ロロロホテルニ仙台・秋田青森空港希望便準新千
●往路・復路で異なる空港をお選びいただけます。

「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」で
ご利用しヽ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」でご宿泊いただけるホテルとの差額です。賢蘇 鍮堪≦‐搬

■」ALグループ時刻表

●上記運航スケジュールは2019年10月現在の11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。

基本フライト→基本代金でご利用いただけます。
囚=Aフライト匡コロ=BフライトEコ ロ=CフライトEコ 回=Dフ ライトEI□ =Eフ ライト

→往路・復路そね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)

■フライト差額 (1名様)*おとな。こども同額
11/1～21、

11′26～ 12/20、
12′ 25、

2/13～ 3/22

11722～ 24、

12/21～ 23、

12/26.27、
1/4～ 6、

1/14

11/25、
12/24、

12/28～ 30、

1/2・ 3、

2/11

12/31、
1/1、

4/1^-25、
5/7～31

1/7～ 10、
1/15～ 2/4

差額なし

1/11～ 13、
2ノ8～ 10

差額なし

2/5～7
2/12、
4/28、
4/30、

3/23～ 31
/26・ 27
4/29、
5/2～6

Aフライト 差額なし 11,500円 差額■dし 差額なし 差額なし 11,500円

Bフライト 差額なし -2,000円 -1,000円 1,000円 差額なし -1.500円 +1,000円 +500円 +1,000円

Cフライト -600円 +3,500円 1,000円 1.500円 +500円 7,000円
Dフライト 2,000円 +2,000円 1,500円 +1,000円 ■500円 +2000円 +3000円
:フライト 2000円 +5500円 12,000円 1.500円 ■1,000円 2,000円 +3,OoO円 1100011

11/2～21、

11/26～ 12/20
12′ 25、

2/13～ 3/22

11/22・ 23、
12/21・ 22、
12/24、
1/11・ 12、

11/24・ 25、
12/23、
12/26、
1/4～ 6、

1/13・ 14

12/27～ 30、

4/27.28、
5/3

12/31～ 1/3
2/10,11、
4/1～ 25、

5/7～6/フ

4/フ～10、
1/15～ 2/4

2/5～7
2/12 3/23～ 31

4/26、
4/29～ 5/2
5/4～6

Aフライト 差額7dし +6,000円 差額なし 11,500円 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Bフライト 1,500円 2,000円 1,000円 1,000円 差額なし +1,000円 1,000円

Cフライト -600円 +4,000円 2,000円 +7.500円 1,000円 +500円 -500円 +1.000円

Dフ ライト +2.500円 +500円 差額なし +2,000円 1.500円 1,000円 +2,000円 +3,000円 差額なし

Eフラ|イト +2.500円 +6.000円 差額なし 12,000円 1.500円 ■1,000円 +2,000円 差額なし

*1・ 2名 1室でご参加の場合、また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額が必要です。
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。

[“鑽 10是わキ‐ 鵬柿 目日ご予約に必要なホテルの商品コード(NE)は 表紙のホテル差額表をご覧ください。
|

【利用便】クラス」の言2定はありません。フライトスケジュールの変更に伴い便名発着時刻が変更となる場合があります。
最新の国内線時亥」表でご確認ください。 〔宿泊施設について】宿泊は1泊から2泊まで、旅行期間内のいつでもご利用
いただけます。言隻定ホテル以外のご`宿泊は、お客さまご自身でご手配ください。2泊以上ご利用の場合、1泊ごとに異なる
グループ異なるホテル異なるお音「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昔Б屋タイプによつてはホ
テル差額が必要です。また、こ牙J用便によつては、朝食が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(対象空港利用の場合の
加0宿泊費(ホテル差額は含まれません)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)④消費税等諸税

●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寺刻が変更になつ
た場合でも、フライト差額の払い戻しはありません。

ヽ  =日本航空利用 *」ALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる場合があります。
希望便|=お客さまのご希望の便をご沐」用いただけます。 ×=お客さま負担
四 =フリータイム(こ沐」用便によつてはフリータイムがお取りしヽただけない場合があります。)

お客さまの状況によつては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要となる可育旨性があります。
詳細は「旅行条件書Jの「お申込み条件」をご確認のうえ、特別な配慮、措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.

*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ざいます。*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ご了承ください。

旅 行 乗 倒卜 (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い。 20196

鰈募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジャルパック(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、本バンフレット、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。

M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。 ※:取消料雛醸 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」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矢□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、お申し込み時に全額お支払い
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。
漑添乗員 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
要なクーポン類をお渡ししますので、旅イ予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イ予つてい
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いただきます。
は取 ,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、複数人数のご参カロで、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参
力]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。

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%
×理 消料屹憑 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とは添乗員もしくま現地係員が「受付」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」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 不」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、旅イ予開始日の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。
M旅行条件・旅行代金の基準期 日 この旅行条件は、2019年 10月 1日を基準としています。また旅行代
金は2019年 10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。

鋼 慮 闊 襴 蜆 鯰 灯 鰤
⑮魃郎鍵妥:ξ鱚聯晰拶鑢⑮躙 舗禅繹嬌
需司誦D語愛⑮離『予ξtti争]≧][じなぎ‖六カもib当社WめサイHЮ

取消曰
d)旅行
開始日前日

e)旅イ予開始日
当日(fを 除く)

f)旅行開始後
または

無連絡不参力0
a)21日 前まで
注(11日前まで)

b)20日 ～8日前
注(10日～8日前:

c)フ 日～2日前

取消料率 無料 20% 30% 40% 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|

&li鳥式を憮鵬内■血義 轟̈ 彦鶉蟷繭漑瞼靡靡璽鰺顆黎漑壕瑾フ:瀾312Ю0
鶉 Wξξ闘網催嘉発綸撃響聾わせください°た製綺用しております。

旅行企画・実施

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

◎ 藁穐,装祟顧 聰 鰊 套T詈
ゝ
又 m‐∂ 眈

:警巣ZヒK卜 142210019

◆お問い合わせ。お申し込みは
〈受託販売〉

旅イ予業務取扱管理者とは、お客さまの旅イラを取り扱う営
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。

発行日 2019年10月 7日  1910列 MS 発行所:株式会社ジャルバック 無断複製・転載を禁じます。

座席指定OK!

変F0123-24‐ 2121
NゃT射ノース・スター・トラベル

袢 薮 熙 呻 拝 ■
1


