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東北域内周遊促進事業企画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

東北の各地を訪れる1泊2日コース 

◆青森鰺ケ沢温泉グランメール山海荘に泊まる旅 

◆新幹線で行く新玉川温泉とわらび座観劇の旅 

◆遠野伝承館と三陸浄土ヶ浜遊覧の旅 

◆名宿佳松園と気仙沼の復興をみる旅 

◆秋の裏磐梯と米沢の旅 

 

東北の各地を訪れる2泊3日コース 

◆鳴子挟鬼首温泉と岩手鶯宿温泉に泊まる旅 

◆新鉛温泉と鳴子温泉挟に遊ぶ旅 

◆たっぷり会津と裏磐梯大自然の旅 

■全コース添乗員・ガイドが同行します。密を避け大型貸切バス定員22名限定 

【利用予定バス会社】 

東日本急行・仙台富士交通・仙台バス・東和観光バスのいずれか利用 

 いずれもコロナ対応除菌を行っております。 

 

 

皆様の旅の安心に事前・事後の PCR 検査を受けることが可能です。 

この PCR 検査は出発前1日前（午前）に検査を受けていただき、その日の午

後に結果が判明するものです。事後は帰着日の翌日、検査をうけていただ

き、（午前）その日の午後に結果がでます。オプション設定しておりますの

で、添付の申込書に同意書をご熟読の上お申込ください。 



東北の各地を訪れる1泊2日コース 
 

◆青森鰺ケ沢温泉グランメール山海荘に泊まる旅 

  
日付 日程内容（11-10） 
１ 仙台駅＝＝🚌＝＝盛岡 IC＝＝昼食＝＝五所川原立佞武多館＝＝鯵ケ沢温泉 

08;00              11;30-12;30     15:00-15:40        17:40 

【ご宿泊】グランメール山海荘にて 
２ 鰺ケ沢温泉＝＝🚌＝＝八甲田ロープウェイ麓駅―（所要10分）－頂上―麓駅＝＝🚌＝ 

08:30                    10:30～11:30  

＝＝酸ヶ湯温泉にて昼食（ご希望の方は別料金にて体験入浴）＝＝奥入瀬渓流＝＝ 
  12:00～13:30 
＝十和田子ノ口＝＝十和田南 IC＝＝安代 JCT＝＝盛岡＝＝一関＝＝仙台宮城＝＝仙台駅 
  15:00～15:30                                        20:30 

出発日：10月24日（土）26日（月）27日（火）28日（水）31日（土）11月6日（金）7日土） 

 グランメール山海荘 

大正浪漫の香り漂う異文化と和

文化の融けこんだ、華やかでどこ

か懐かしいホテル。鰺ケ沢は四季

折々の食材が豊富。その山の幸

海の幸の食材を一流シェフが調

理；お部屋は海側をご用意。ツ

アーは弘前の立佞武多館や八甲

田ロープウェイにて山頂までの往

復・酸ヶ湯温泉での昼食（希望

者には体験入浴：別料金）秋

の十和田奥入瀬を観光します。 

10月24日・31日 10月26日27

日28日28日 

11月6日7日 

旅行代金 78,000円 73,000円 

Goto 割引 ▲14,000円 ▲14,000円 

地域共通 

クーポン 

6,000円 6,000円 

お支払実額 64,000円 59,000円 

お一人部屋  

追加料金 10,000円 

3名様利用の場合・お子様料金は別途 
お問合せ下さい。 

お一部屋2名様利用 

◆新幹線で行く新玉川温泉とわらび座観劇の旅 

 
日付 日程内容（11-11） 
１ 仙台駅＝🚄＝盛岡駅＝🚌＝大館市内にて昼食＝＝史跡尾去沢鉱山＝＝新玉川温泉 

08:01  やまびこ51 09:18/09:30    11:30-12;30         13:00-14:00          15:30 

【ご宿泊】新玉川温泉泊 
２ ホテル＝＝宝泉湖＝＝わらび座公演鑑賞と昼食＝＝角館武家屋敷散策＝＝抱き帰り渓谷 

08:30           09:40/10時～公演鑑賞～12時 13:00  13:30～14:30        14:40～14:50 

＝＝田沢湖辰子像＝＝盛岡 IC＝＝仙台宮城 IC＝＝仙台駅 
  15:30～16:00               20:00頃 

出発日：10月17日（土）24日（土）31日（土）11月7日（土）14日（土）21日（土）26日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10月 

旅行代金  64,000円 

Goto 割引 ▲14,000円 

地域共通 

クーポン券 

  6,000円 

お支払実額   50,000円 

11月 

旅行代金 60,000円 

Goto 割引  ▲14,000円 

地域共通 

クーポン券 

  6,000円 

2名様一部屋利用 お支払実額   46,000円 

                     お一人部屋利用追加代金：1泊3,000円       

 

 

グランメール山海荘 

新玉川温泉では、「玉川温泉」と同じ

源泉からお湯を引いております。こち

らのお湯は、世界でも珍しい塩酸を主

成分とした強酸性の泉質で、ラジウム

を含有しています。医学界で注目され

ている低放射線ホルミシス効果で自然

治癒力を促進させ、カラダに元気を作

り出してくれます。その源泉は、一ヶ

所からの湧出量日本一を誇る(大噴お

おぶき)。白煙をあげ、音をたて、熱

湯を噴き上げる様はまさに圧巻です。

今回はこの温泉に宿泊。二日目は田沢

湖のわらび座を鑑賞。角館武家屋敷・

抱き帰り渓谷をみて仙台へ帰ります。 



    ◆遠野伝承館と三陸浄土ヶ浜遊覧の旅 

日付 日程内容（11-14） 
1 
 

仙台駅＝🚌＝仙台宮城 IC＝🚌＝花巻 IC＝エーデルワイン工場＝🚌＝昼食・遠野伝承館 
08:30                       11:30～12:10             13:00～14:30 

＝🚌＝浄土ヶ浜～🚢～浄土ヶ浜＝🚌さんりく宮古 
   16:00      17:00   17:30 

【ご宿泊】グリーンピア三陸みやこ 
2                           さんりく鉄道リアス線 

ホテル＝🚌＝田老 震災遺構たろう観光ホテル＝🚌＝田老駅＝🚃＝久慈駅＝昼海鮮丼 
09:00    09:30～10:30            11:01    12:33 13:00-13:40 
＝種市海岸＝🚌＝八戸八食センター＝🚌＝八戸 IC＝🚌＝仙台宮城 IC＝仙台駅 

14:10車窓見学    14:40-15:20                          20:00  

出発日：10月17日（土）31日（土）11月7日（土）14日（土）21日（土）28日（土）12月5日（土） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グリーンピア三陸みやこホテル 

心地よい湯触りの秘密は光明石温泉（人工温

泉）、天然温泉に勝るとも劣らない泉質。四

季を映す庭と海と木々から澄んだ空気が届く

客室。どこまでも静かに日常を離れてどうぞ

ごゆっくりお過ごしください。ご夕食は三陸

の海の幸、山の幸を四季折々に感じて頂ける

ように厳選した岩手県産食材中心でボリュー

ムもたっぷりご用意しております。 

 
 

旅行代金  59,000円 

Goto 割引  ▲14,000円 

地域共通 

クーポン券 

  6,000円 

お支払実額   45,000円 

お一人部屋 

追加代金 

別途お問合せ下さ

い。 

 

 

◆名宿佳松園と気仙沼の復興をみる旅 
日付 日程内容（11-15） 
1 
 

仙台駅＝🚌=仙台宮城 IC＝🚌一関 IC＝猊鼻渓船下り＝🚌＝一関 果報もち膳の昼食＝🚌 
08:30                    10:00～11:00            11:30～12:30 

＝一関 IC＝🚌＝花巻 IC＝宮沢賢治記念館＝🚌＝花巻佳松園にてご宿泊：ごゆっくり滞在 
                14:00～14:40        15:00     ※ご夕食は各お部屋にてご賞味 

【ご宿泊】花巻佳松園 
2 ホテル＝🚌＝陸前高田東日本大震災追悼施設＝🚌＝気仙沼大橋＝＝復興市場海の市にて 

08;30      10:00～1040                  11:00 下車見学 

て昼食＝＝地酒男山酒造にてお買い物＝＝気仙沼 IC＝＝仙台東 IC＝＝仙台駅 
12:00-13:30  13:40-14:10                               16:30 

出発日：10月23日（金）25日（日）26日（月）11月4日（水）9日（月）10日（火）11日（水） 
11月14日（土）15日（日）17日（火）18日（水）19日（木）20日（金）25日（水）27日（金） 
11月28日（土）12月3日（木）5日（土）12日（土） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時期 10月～11月11日迄 
及び土曜日 

11月15日～ 
12月12日迄 

旅行代金 78,000円 73,000円 

Goto 割引 ▲14,000円 

地域共通 

クーポン券 

6,000円 

お支払実額 64,000円 59,000円 

お一人様部屋 

追加代金 

別途お問合せ下さい。 

 

佳松園 

－心に残るおもてなしの宿。伝統の会席料理と pH9.0のしっとり滑らかな「とろとろの湯」－ 

 美肌の湯と呼ばれる「低張性アルカリ性高温泉」はしっとりと肌に浸み込むような泉質。こだわ

りの素材に手間をかけた心尽くしの会席料理を堪能。県木「南部赤松」に囲まれた静かな宿で寛

ぎのひとときを。 

 



◆秋の裏磐梯と米沢の旅 

  
日付 日程内容（11-17）  
1 
 

仙台＝🚌＝仙台宮城 IC＝福島飯坂 IC＝🚌＝観光果樹園＝古関裕而記念館＝四季の里 
08:30                       10:00-10:30    11:00-11:30     12:00-13:00 

高湯温泉玉子湯体験入浴＝🚌＝スカイライン・レイクライン見学＝🚌＝諸橋近代美術
館    13:30-15:00                                  16:00-16:40                                           
＝🚌＝裏磐梯レイクリゾート又はリステル猪苗代 
    17:30 

 

【ご宿泊】裏磐梯レイクリゾートホテル又はリステル猪苗代ホテル  
2 ホテル＝🚌＝西吾妻スカイバレー＝🚌＝米沢市内上杉神社＝高畑ワイナリー＝ 

08:30                         10:00-10:30    11:00-11:40 

米沢市内米沢牛賞味＝🚌＝上山丹野こんにゃく番所＝🚌＝山形観光会館＝山形蔵王
12:00-13:00               14:00-14:40          15:40-16:10 
＝＝村田 JCT＝＝＝仙台宮城 IC＝仙台駅 
                    17:30 

 

出発日：10月17日（土）24日（土）31日（土）11月7日（土）14日（土）  

  
保梯レイクリゾート 五色の森 

裏磐梯の大自然を満喫できる高原リゾート。温泉は源泉掛流し絶景露天♪ 

一流料理人の和会席やフレンチが人気。屋外アクティビティも充実！ 

リステル猪苗代 

ヨーロピアンクラシカル調のエレガントな高層ホテル「ウイングタワ

ー」。全室より猪苗代湖を一望する四季のパノラマが魅力の宿です。春か

ら秋にかけて、自然を舞台に楽しむレジャーアイテムの数々。 

旅行代金  58,000円  
Goto 割引  ▲14,000円  

地域共通 

クーポン券 

  6,000円  

お支払実額  44,000円  

お一人部屋  別途お問合せ下さ
い 

東北の各地を訪れる2泊3日コース 

 ◆鳴子挟鬼首温泉と岩手鶯宿温泉に泊まる旅 

日付 日程内容（11-12） 
1 
 

仙台駅＝🚌＝仙台東 IC＝🚌＝利府 IC＝塩竃マリンゲート～遊覧船乗船～松島桟橋 
08:30                      09:30                 10:30              

瑞巌寺・五大堂・お買い物 散策＝松島大観荘より松島湾をみながらフレンチランチ 
10:30～12:00                 12:00～13:30 

＝🚌＝松島海岸 IC＝🚌＝富谷 JCT＝古川 IC＝🚌＝鳴子挟＝鳴子こけし工房＝＝鬼首温泉 
    13:40               14:40      15:10-15:40 16:00-16:40      17:00 

【ご宿泊】オニコウベパークホテル 
2 
 

ホテル＝古川 IC＝🚌＝一関 IC＝厳美渓サハラガラスパーク＝＝毛越寺＝餅料理賞味 
08:30   09:00      10:00   10:20-10:40             11:00-11:40 12:00-13:00 

中尊寺＝平泉前沢 IC＝🚌＝盛岡 IC＝てづくり村見学＝鶯宿温泉 
13:10-14:10                 15:30-16:00     16:30 

【ご宿泊】鶯宿温泉 森の風又は長荣館利用予定 
3 ホテル＝＝田沢湖辰子像＝＝抱き帰り渓谷＝＝角館武家屋敷＝＝角館市内にて昼食＝＝ 

08:30     10:00-10:30                11:00-12:20       12:30-13:30 

大曲 IC＝＝錦周湖 SA（紅葉堪能）＝＝長者原 SA＝＝仙台宮城 IC＝＝仙台駅 
      15:00-15:20           17:20                19:00 

出発日：10月16日（金）20日（火）22日（木）23日（金）24日（土）30日（金） 
    11月02日（月）07日（土）13日（金）20日（金）27日（金） 
日付 10月20日・22日・23日・24日 

11月2日・7日 
10月16日・30日 
11月13日・20日・27日 

 

利用ホテル 鶯宿温泉 長荣館 鶯宿温泉 森の風  

旅行代金 88,000円 93,000円  

Goto 割引 ▲28,000円 ▲28,000円  
地域共通 

クーポン券 

12,000円 12,000円  

鳴子温泉の奥座敷「オニコ

ウベ」に位置するスイスシ

ャレー風リゾートホテル。

アルカリ性単純温泉の眺望

抜群の大浴場、地元食材を

使うディナー、 

お支払実額 60,000円 65,000円 
お一人部屋 
追加代金 

別途お問合せ下さい。 



 

◆新鉛温泉と鳴子温泉挟に遊ぶ旅 

日付 日程内容（11-13） 
1 
 

仙台駅＝🚌=仙台宮城 IC=🚌＝平泉・前沢 IC＝中尊寺・金色堂＝前沢牛料理ご賞味＝ 
08:30                          10:00-11:30      11:40-12:40 

奥州 IC＝＝花巻 IC＝宮沢賢治記念館＝ワインシャトー大沼（見学・試飲・買い物）＝ 
          14:00-14:40     15:00-15:40 
＝＝新鉛温泉 泊 
  16:20 

【ご宿泊】愛隣館 
2 
 

ホテル＝＝🚌＝花巻南 IC=盛岡 IC＝小岩井農場ファームツアー＝＝わんこそばの昼食 
08:30                   10:00-11:00              11:30-12:30 

盛岡 IC＝＝🚌＝平泉前沢 IC=猊鼻渓の船下り＝一関 IC=🚌＝古川 IC＝あ・ら 伊達な 
13:00               14:30-15:30      16:00      17:00  17:20-17:40 

道の駅買い物＝＝鳴子温泉又は鬼首温泉ご宿泊 
         18:00     18:20 

【ご宿泊】鳴子観光ホテル又はオニコウベパークリゾートホテル 
3 ホテル＝＝古川 IC＝＝松島海岸 IC＝＝瑞巌寺・五大堂・円通院・福浦島（眺望）＝＝ 

08:30     09:00     10:00              

＝昼食及びお買い物＝＝松島桟橋～～湾内クルーズ～～マリンゲート塩釜＝＝仙台駅 
  12:00-13:00        14:00                 15:00          16:00 

出発日：10月9日・16日・23日・30日11月6日・13日・20日・27日（いずれも金曜日発） 

日付 10月9日16日30日11月13日20日27日 10月23日11月6日 
利用予定ホテル オニコーベパークリゾート  鳴子観光ホテル 

旅行代金 88,000円 93,000円 
Goto 割引 ▲28,000円 ▲28,000円 
地域共通 

クーポン券 
12,000円 12,000円 

お支払実額 60,000円 65,000円 

  ◆たっぷり会津・裏磐梯をまわる旅 

 
日付 日程内容（11-18） 
1 
 

仙台駅＝🚌＝仙台宮城 IC＝🚌＝郡山 JCT=会津坂下 IC＝🚌＝会津柳津円蔵寺虚空本尊＝ 
08:30                  10:30             11:30-12:00 

大内宿 昼食と散策＝＝塔のへつり＝本郷流れ焼き＝会津東山温泉又は芦ノ牧温泉 
12:30-14:00         14:20-15:00    15:20-16:00    16:30 

【ご宿泊】会津東山：御宿東鳳 芦ノ牧温泉：大川荘 
2 
 

ホテル＝飯盛山＝会津市内観光（鶴ヶ城・愛麟閣茶室・ささえ堂）等）七日町散策 昼
08:30  08:40-09:30                  09:40～11:40                 
渋川問屋会津料理ご賞味＝＝野口英世記念館・ガラス館＝＝五色沼・檜原湖・＝裏磐梯 
12:00-13:00                 14:00～14:40                     16:30 

【ご宿泊】裏磐梯レイクリゾートホテル泊 
3 ホテル＝＝吾妻レイクライン＝＝観光果樹園＝＝古関裕而記念館＝＝農村レストラン 

08:30                  10:00-10:40     11:00-11:40       12:00-13:00 

高湯温泉玉子湯＝＝国見 IC＝＝仙台宮城 IC＝＝仙台駅 
（体験入浴）13:30-15:00                 17:00 

出発日：10月15日（木）16日（金）22日（木）11月5日（木）6日（金）13日（金） 

旅行代金 83,000円   
Goto 割引 ▲28,000円 

地域共通 

クーポン券 

12,000円 

お支払実額 55,000円 
お一人様部屋 

追加代金 

別途お問合
せ下さい 

 

 

 

裏磐梯レークリゾート 大川荘 御宿東鳳 



 

 

 

 

 

 

鰺ケ沢温泉ホテルグランメール山海荘 

新玉川温泉 

グリーンピア宮古たろう 

花巻温泉佳松園 

新鉛温泉愛隣館 

裏磐梯レークリゾート 

鬼首リゾートパーク 

鶯宿温泉 

会津芦ノ牧温泉大川荘 



 

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 希望出発日  月 日発 
〇印 

おつけください 
コース名 

1泊2日コース 
 青森鰺ケ沢温泉グランメール山海荘に泊まる旅       11-10 

 新幹線で行く新玉川温泉とわらび座公演観劇の旅 11-11 

 遠野伝承館と三陸浄土ヶ浜遊覧の旅 11-14 

 名宿 佳松園と気仙沼の復興をみる旅 11-15 

 秋の裏磐梯と米沢の旅 11-17 

2泊3日コース 
 鳴子挟鬼首温泉と岩手鶯宿温泉に泊まる旅 11-12 

 新鉛温泉と鳴子温泉挟に遊ぶ旅 11-13 

 たっぷり会津と裏磐梯大自然の旅 11-18 

 
◆代表者に〇印をご記入下さい（※ ）（東北域内周遊促進事業の条件及び同意書の条件を理解して申し込みます） 
代表者 （ふりがな） 

参加者ご芳名 
ご住所と電話番号 

    
男女別 
年齢 

お部屋割り PCR 検査申込 

〇をつけてください 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ） 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

※足りない場合はコピーしてご記入下さい。 

【事前同意事項】 

PCR 検査は国立感染症研究所「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方

法について」の最新版に掲載された検査方法に基づく、新型コロナウイルス検査方法です。 

但し「測定値が検出限界以下は陰性と表示」のため、100％正しいということではないというこ

とを予めご了承の上、お申込下さい。 

【検査料金】 

事前検査及び事後検査がそれぞれ15,000円かかります。 

旅の安心のため、事前・事後の検査をお勧めします。 

 

 

【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 ガイド が同行します。 



  

 

 

 

 

 

■お申込締切は各出発の21日前迄となります。 

取消料金の対象となる料金は Go to トラベル事業 支援前の料金が対象となります 
お早目のお申込をお待ちしております。 

旅行条件書 

■お申込方法 添付の申込用紙ご記入の上、お申込ください。 

■お申込締切は出発前2週間前迄お申込下さい。 

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 国内旅行 募集型企画旅行 

■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。 

〔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 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

20～8日目 

(日帰り旅行は10～8日目) 

旅行代金の 

20％ 

 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

旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約

成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 

〔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 
 
 

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。尚、お取消しの際は、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。 


