Go to トラベル事業

支援対象

東北域内周遊促進事業企画

目的のある旅
～鉄道マニアにはみのがせないローカル線にのる日帰りの旅～

◆三陸鉄道リアス旅
催行日：10月毎土・日、11月毎土・日、12月13日迄 毎土・日
最少催行人数8名様以上 添乗員は同行しません。

◆由利高原鉄道「おもちゃ列車」体験乗車と木のおもちゃ美術館を訪れる旅
催行日：10月17日18日24日25日
11月7日8日14日15日21日22日23日28日29日
最少催行人数15名様以上 22名様限定 添乗員同行いたします。
利用バス会社：東日本急行バス・仙台バス・仙台富士交通・東和観光バスいずれか

◆三陸リアス線（盛駅～釜石駅間）乗車の旅-昼食付-彩り浪漫弁当ご賞味
内容
新幹線
JR 大船渡線
三陸鉄道南線
仙台駅==🚄＝＝一関駅＝＝🚃＝＝気仙沼駅―BRT――盛駅＝＝＝🚃＝＝恋し浜＝＝吉浜＝＝釜石駅＝＝
06:40

やまびこ

07:11/07:18

08:45/09:10

10:24/11:07

11:58

/14:19

新花巻駅＝＝＝🚄＝＝仙台駅
15:57/16:19

やまびこ

17:19

◆鳥海山の大自然を望み貸切「おもちゃ列車」にのり、木のおもちゃ美術館を訪問します。
内容
貸切おもちゃ列車往復乗車（矢島・鮎川間）
仙台駅＝🚌=仙秋ライン＝昼食（秋田郷土料理）＝矢島駅＝🚃＝鮎川駅＝木のおもちゃ美術館＝鮎川駅＝🚃＝

13:50

14:19

矢島駅＝＝千秋ライン===仙台駅 （※仙秋ラインでは秋の宮温泉挟を経由します）
16:24
19:30頃

三陸鉄道

おもちゃ列車

旅行企画実施（募集型企画旅行）

株式会社ワールドトラベル
観光庁長官登録旅行業第1546号 日本旅行業協会会員
〒984-0015 仙台市若林区卸町4-3-1
TEL：022-232-8051 FAX：022-232-8085
総合旅行業務取扱者 加藤 重雄
月~金/09:00~18:00土/09:00~17:00定休日/日･祝
https://www.world-travel.co.jp

15:57

三陸鉄道について：三陸鉄道株式会社（さんりくてつどう）は、岩手県の三陸
海岸を縦貫する路線を持つ、第三セクター方式の鉄道会社である。通称は三鉄
（さんてつ）。リアス線の運営を行う他に、旅行業や物品販売業も行ってい
る。愛の磯辺（恋し浜駅）は2009年に小石浜駅から改称。ホームには「幸せの
鐘」が設置されており、来駅の記念に地元「恋し浜ホタテ」の貝殻を絵馬にし
て待合室に「願い」を掛けることができる。駅の名前からもわかるように恋愛
のパワースポットになっている。吉浜は愛称：キッピンあわびの海 駅の近く
にある旧吉浜郵便局は、明治7年6月に開局された歴史と伝統のある郵便局。
正寿院（寺院）は、気仙大工の建造物。吉浜出身の水上助三郎は大正時代にオ
ットセイ猟で巨富を築いた。吉浜のアワビを買い取り中国へ干鮑輸出を行い
「キッピン鮑」の名声を高めたことでも有名である。釜石駅；鉄と魚とラグビ
ーの町 釜石市は、日本で初めて洋式高炉が稼動したまち。今回は彩り浪漫弁
当をお茶付で用意しております。

由利高原鉄道：おもちゃ列車●18年走り続けた列車をリファイン
し、これまでにない高原の特別列車に仕立てました。●木の良さを生
かし、「鳥海山木のおもちゃ美術館」へ人びとをいざなう列車としま
した。●こどもたちに夢を与え、鉄道の旅に憧れを抱くようなデザイ
ンを目指しました。●インテリアを多種多様な木材と、地元秋田の技
術でつくりあげました。今回は仙台から貸切バスで仙秋ラインを経
由、秋の宮（菅総理の地元）を経由、矢島駅に参ります。矢島駅近辺
で昼食を用意しております。矢島駅から貸切でおばこ列車に乗車、鮎
川で下車、木のおもちゃ美術館訪問

木のおもちゃ美術館：秋田県由利本荘市に、2004年に廃校になった小
学校があります。この旧鮎川小学校は国の登録有形文化財ともなっている貴重
な建築物ですが、2018年7月に、「鳥海山 木のおもちゃ美術館」として生まれ
変わり、再び多くの子供たちの笑い声の響く施設となりました。美術館とはい
え、ただ静かに展示物を眺める場所ではありません。子供が全身を使って遊べ
る、そして大人だって遊びたくなる素敵な木のおもちゃがいっぱいです。

●鳥海山麓や沿線の美しい田園風景を
楽しめるパノラマ席をご用意。

目的のある旅

◆山形県・むらやま市再発見の旅
設定日：10月17日（土）～1月31日（日）迄の間（土）（日）設定
但し12月28日～1月3日までは間は設定ありません。

最少催行人数15名様以上

添乗員同行いたします。

募集人数：22名様限定
利用バス会社：東日本急行バス・仙台バス・仙台富士交通・東和観光バスいずれか

内容
仙台駅＝＝東根市「よってけぽぽら」新鮮な農産物お買い物＝＝むらやま市の農園にて収穫体験
08:30
09:30～10:10
10月秋野菜収穫体験17日-25日（さつまいも）31日-11月8日（白菜・にんじんなど）
11月14日-29日りんご④12月5日-27日ハウス野菜（ほうれんそう アスパラ菜）1月たらの芽
＝＝昼食はそば街道（樽石そば）ご賞味＝＝碁点クアハウスにて温泉入浴体験＝＝地酒六歌仙試飲とお買い物
12:00～13:00
13:30～15:00
15:20～16:00
＝＝仙台駅
17:00頃

村山市は村山市（むらやまし）は、山形県中央部にある人口約2
万3千人の市。旧北村山郡及び西村山郡の一部。東西に広い形
をしており、東西を山（奥羽山脈と出羽丘陵）に囲まれ、中央には
最上川（もがみがわ）が北に流れる。最上川はかつて舟運の道とし
て使われており、当時「三難所」と呼ばれていた「碁点（ごてん）
」
「三ケ瀬（みかのせ）
」
「隼（はやぶさ）
」が村山市内に集中して存在
する。蕎麦の実の生産が盛んであり、村山市の西部には最上川を挟
んで最上川三難所そば街道が存在する。田舎蕎麦として知られる板
そばを提供している店が多い。農産物も豊富で今回はその旬の野菜
を体験収穫してもらい、そば街道で名物板そばご賞味、クアハウス
で入浴も楽しんでいただきます。

【旅行代金】
コース名
旅行代金（お一人様）
Go to travel 割引額
地域共通クーポン
お客様お支払実額

三陸リアス線に乗る旅

おもちゃ列車に乗る旅

18,000円
▲6,300円
3,000円
11,700円

16,000円
▲5,600円
2,000円
10,400円

むらやま再発見の
旅
18,000円
▲6,300円
3,000円
11,700円

この旅行商品は GoTo トラベル事業の支援対象です。
この旅行代金から GoTo トラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払実額となり
ます。旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。

【コロナ感染症対策】
今ツアーはコロナ感染症対策の為、大型貸切バス45シートのバスを最大22名様迄の利用限定とします。ご
集合時・毎日の乗車時は検温のチェックを行います。体調のすぐれない方がおりましたならば、ツアー同
行をご遠慮頂く場合があります。乗務員・添乗員は手洗い・うがいの励行を行います。勤務中もマスクの
着用をいたします。各地の説明時、密にならないよう、参加者の皆様には。イヤホンマイクを利用して説
明申し上げます。全行程 添乗員 が同行します。（三陸鉄道コースは除きます）

申込先：株式会社ワールドトラベル
FAX
022-232-8085
又は E-mail: tabi@world-travel.co.jp

Go to トラベル事業
□
□
□

支援対象・東北域内周遊促進事業

参加希望コース
三陸鉄道リアス線体験乗車コース
月 日（ ）発
由利高原鉄道「おもちゃ列車」に乗る旅 月 日（ ）発
むらやま市再発見の旅
月 日（ ）発

◆代表者に〇印をご記入下さい（※
代表
者

（ふりがな）
参加者ご芳名

せんだい・みやぎの名湯の宿の企画書条件を了解の上、申し込みます）

ご住所と電話番号

男女別
年齢
男・女
（
）歳
男・女
（
）歳
男・女
（
）歳
男・女
（
）歳

〒
☎
〒
☎
〒
☎
〒
☎
※足りない場合はコピーしてご記入下さい。
旅行条件書

■お申込方法 添付の申込用紙ご記入の上、下記宛まで FAX 又は mail:yoshiro-sato@travel-e-tabi.com ※ Mail でお申込書送付の場
合は pdf に加工して送付下さい。※ FAX でお申込されるお客様は送付先 FAX 022 797 5006 迄（番号おかけ間違いありま
せんようお願いします）◆お申込締切は各コース21日前迄です。
この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合、同法第12条の5により交付する契約書
面の一部となります。該当ツアーのパンフレットとあわせてご確認のうえ、お申込ください。
※旅行業法施行規則第32条より、旅程管理業務は事前にお渡しする書類をもってこれに代えます。

旅行条件書
■募集型企画旅行■
募集型企画旅行契約
(1)この旅行はワールドトラベル（観光庁長官登録旅行業第1546号）（以下
「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加さ
れるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締
結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする
国内募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約
款（募集型企画旅行契約の部）によります。
〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕
・当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みい
ただきます。
・申込金（お１人様につき）
旅行代金

30,000円未満

60,000円未満

60,000円以上

お申込金
6､000円
12,000円
旅行代金の20％
・申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。
・お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をも
って成立するものといたします。
〔旅行代金のお支払い〕
・残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日よ
り前にお支払いいただきます。
〔旅行代金に含まれるもの〕
・旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金、観光料金
※特に注釈のない限り普通座席
・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料
・旅行日程に明示した食事料金及び税、サービス料
・団体行動に必要な心付
・添乗員付コースの場合の添乗員同行費用
〔旅行代金に含まれないもの〕
・超過手荷物料金
・クリーニング代、電報電話料、追加飲食代その他個人的性質の諸費用及
びそれに伴う税金、サービス料
・希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金
・お客様の傷害・疾病に対する医療費
〔旅行契約内容・代金の変更〕
・当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。
詳しくは「条件書」によります。

国内旅行

募集型企画旅行

〔取消料〕
・お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができ
ます。
解除時期等
取消料
20～8日目
旅行代金の
旅行開始日の前日から
(日帰り旅行は10～8日目)
20％
起算してさかのぼって
7～前々日
30％
前日の解除
40％
旅行開始当日の解除
50％
旅行開始後の解除又は無連絡不参加
100％

〔当社の責任〕
・当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたし
ます。
・お荷物に関する賠償限度額は当社の故意または重過失による場合を除きお
一人15万円までとし、損害発生の翌日から起算して14日以内に通知された場
合に限ります。
・その他は「条件書」によります。
〔特別補償〕
・当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然な外来
の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について補償金及
び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。
〔旅程保証〕
・旅行日程に重要な変更が行なわれた場合には、当社はその変更の内容に応
じて変更補償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。
〔お客様の責任〕
・当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により
当社が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。
〔クレジットカード利用の通信契約〕
・当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といい
ます。
）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下
「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申
し込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に加
えて「カード名」「カード番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いた
だきます。
・通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時
に成立し、その他の通信手段による申込の場合は、当社が契約の締結を承諾
する旨の通知を発した時に成立するものとします。
・通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅

〔最少催行人員〕
・日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止するこ
とがあります。ただし、この場合旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって13日目（日帰り旅行については3日目）にあたる日よ
り前に通知いたします。
〔最終日程表の交付時期〕
・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日
程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日
の7日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付
することがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいた
だければ手配状況についてご説明いたします。
〔個人情報の取り扱いについて〕
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様
の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させてい
ただくほか、お客様がお申込いただいた旅行の手配において必要
な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただ
きます。
〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
・ この旅行条件は、下記の日付を基準としています。
２００７年１０月１日

旅行企画・実施
株式会社ワールドトラベル
電話０２２－２３２－８０５１
FAX０２２－２３２－８０８５
〒984-0015
仙台市若林区卸町4-3-1
総合旅行業務取扱管理者:加藤 重雄
観光庁長官登録旅行業
日本旅行業協会正会員

