
写真

水戸屋 岩松旅館 鳴子ホテル

■ ご利用条件 ： お申込時点で、宮城県内に在住されている方（在留外国人を含みます）

　　ご利用の際には、お住まいの確認できる書類（運転免許証・健康保険証・住民票・マイナンバーカード・

　　学生証・公共料金領収書 等）のいずれかの提出が必要となりますので、予めご了承ください。

■ ご留意事項 ： 実施期間内であっても、支援金の予算がなくなり次第、キャンペーン終了となります。

　　旅行契約成立後のお客様都合によるお取消しは、割引前の料金が対象となります。

　　お子様料金につきましては、各施設ごとに異なりますので別途お問い合わせください。

【 旅行条件 （要約） 】
＊お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認の上お申込みください

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申込及び契約成立

◆ 実施期間 ： 令和 ２ 年 ７ 月 ７ 日 （火） ～ ８ 月 ３１ 日 （月） 泊 まで

TEL ： 022-232-8051
FAX ： 022-232-8085

E-mail ： tabi@world-travel.co.jp

総合旅行業務取扱管理者 ： 加藤 重雄

〒984-0015 仙台市若林区卸町4-3-1 中央卸売市場内

観光庁長官登録旅行業第1546号　日本旅行業協会（JATA)正会員

この旅行は株式会社ワールドトラベル（以下「当社」という）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。

又、旅行条件は、本パンフレットに記載されている文面及び下記による他、別途お渡しする旅行条件書（全文）、

出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

お申込書に所定の事項を記入しお申込金を添えてお申込いただきます。

お申込金は「旅行代金」又は「取消料」の一部として取扱いいたします。

せんだい・みやぎ絆の宿キャンペーンとは、宮城県の観光需要の早期回復を目的として、宮城県内在住者を

対象とした旅行商品を割引して旅行の機会を検討いただくため、宮城県が実施する支援金です。

当社では、7月7日以降のお申込みのお客様に対し、この補助金を活用して、下記のツアーを割引いたします。

＊当社は、新型コロナウイルス対策を行っている宿を厳選しております。感染リスクを避けて

安心で楽しいご旅行にするため、新しい旅のエチケットのご協力をお願いいたします。

茶寮「宗園」 鳴子ホテル 岩松旅館佐勘
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■下記料金は、平日利用料金 ＜全て諸税別＞

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 16,000円 5,000円 11,000円 定員利用 10,000円 5,000円 5,000円

３名様 17,000円 5,000円 12,000円 ３名様 10,500円 5,000円 5,500円

２名様 18,000円 5,000円 13,000円 ２名様 11,000円 5,000円 6,500円

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 11,500 5,000円 6,500円 定員利用 10,700円 5,000円 5,700円

３名様 13,500 5,000円 8,500円 ３名様 11,700円 5,000円 6,700円

２名様 14,500 5,000円 9,500円 ２名様 13,700円 5,000円 8,700円

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 12,000円 5,000円 7,000円 定員利用 10,000円 5,000円 5,000円

３名様 13,000円 5,000円 8,000円 ３名様 10,500円 5,000円 5,500円

２名様 14,000円 5,000円 9,000円 ２名様 11,000円 5,000円 6,000円

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 18,000円 5,000円 13,000円 定員利用 12,000円 5,000円 7,000円

３名様 19,000円 5,000円 14,000円 ３名様 12,000円 5,000円 7,000円

２名様 20,000円 5,000円 15,000円 ２名様 14,000円 5,000円 9,000円

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 11,500円 5,000円 6,500円 定員利用 12,000円 5,000円 7,000円

３名様 11,500円 5,000円 6,500円 ３名様 12,500円 5,000円 7,500円

２名様 12,600円 5,000円 7,500円 ２名様 13,000円 5,000円 8,000円

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 13,000円 5,000円 8,000円 定員利用 11,000円 5,000円 7,000円

３名様 14,000円 5,000円 9,000円 ３名様 13,000円 5,000円 8,000円

２名様 15,000円 5,000円 10,000円 ２名様 14,500円 5,000円 9,500円

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品

定員利用

３名様

２名様

秋
保
温
泉

作
並
温
泉

※休前日は、2,500円ｱｯﾌﾟ　8/8-16は、5,000円ｱｯﾌﾟ

※休前日は、2,000円ｱｯﾌﾟ　7/22-25は休前日料金　お盆の時期は、5,500円ｱｯﾌﾟ
※夕食時、酒銚子1本付き

※上記は、7月平日と、8/16-8/31の平日料金となります。休前日は、2,000円ｱｯﾌﾟ、
7/23-25は、3,000円ｱｯﾌﾟ、8/8-15は、5,000円ｱｯﾌﾟ

※休前日は2,000円アップ、西館利用は、2,000円ｱｯﾌﾟ。お盆は休前日料金ﾌﾟﾗｽ2,000円

「ひとめ梅ぼれ」
1箱プレゼント

秋保名物
ゆべし1箱
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

杜と欅ﾊﾞｰﾑｰｸﾍ
ﾝ等菓子1箱付

き

ミニ笹かま
詰め合わせ

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

館内利用券
500円付き

館内利用券
1,000円付き

※2名様一室はツインルーム、3～5名様は和室利用　　休前日は、7,000円ｱｯﾌﾟ
※7月連休、お盆は除外日

吉祥 こけしｽﾄﾗｯﾌﾟ付

※休前日は4,000円アップ、お盆の料金はお問い合わせ下さい。

※7月中利用の白梅亭利用料金となります。8月中は2,000円ｱｯﾌﾟ
※休前日はさらに3,000円ｱｯﾌﾟ　7月連休、お盆のご利用はお問合わせ下さい。

※「花月館」利用料金です。　※休前日は3,000円ｱｯﾌﾟ。　7/23-25は、21,000円（定
員）～　　8/8-8/16は、20,000円（定員）～　※休館日：7/19～7/21

※休前日は7,000円ｱｯﾌﾟ、7月連休は、休前日料金となります。
8/8-15は、13,000円ｱｯﾌﾟ

※休前日は、3,000円ｱｯﾌﾟとなります。　　※7月連休、並びにお盆（8/8-8/16）は
除外

夕食膳には
「ずんだ餅」付き

しろいし
うーめん
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

館内利用券
1,000円付き

鳴子ホテル
なるこちゃん
ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

※休前日は、3,000円ｱｯﾌﾟとなります。　　※お盆（8/8-8/16）は除外

ホテル
きよ水

佐勘
さんさ亭
（本館）

青唐辛子みそ
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

ﾎﾃﾙﾆｭｰ
水戸屋

旅館三治郎

緑水亭
アクティブ
リゾーツ

遠
刈
田
温
泉

宮
城
蔵
王

「しそ巻き(4串）」
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

一の坊

蘭亭
鳴子観光
ホテル

岩松旅館

17,800円 5,000円 12,800円

※休前日は、2,000円ｱｯﾌﾟ　　7月連休・お盆は、6,000円ｱｯﾌﾟ

※休前日は、3,000円ｱｯﾌﾟ　7/23-25、8/8-12は、休前日料金　　8/13-15は除外日

鳴
子
温
泉

宮城の魅力を再発見！ 宮城満喫プラン <<料金表>>宮城の魅力を再発見！ 宮城満喫プラン <<料金表>>



宗園

■ ご利用条件 ： お申込時点で、宮城県内に在住されている方（在留外国人を含みます）
　　ご利用の際には、お住まいの確認できる書類（運転免許証・健康保険証・住民票・マイナンバーカード・
　　学生証・公共料金領収書 等）のいずれかの提出が必要となりますので、予めご了承ください。

■ ご留意事項 ： 実施期間内であっても、支援金の予算がなくなり次第、キャンペーン終了となります。
　　旅行契約成立後のお客様都合によるお取消しは、割引前の料金が対象となります。
　　お子様料金につきましては、各施設ごとに異なりますので別途お問い合わせください。

＊下記料金は、平日利用料金 ＜全て諸税別＞

【 旅行条件 （要約） 】
＊お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認の上お申込みください

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申込及び契約成立

E-mail ： tabi@world-travel.co.jp

観光庁長官登録旅行業第1546号　日本旅行業協会（JATA)正会員

TEL ： 022-232-8051
FAX ： 022-232-8085

　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒984-0015 仙台市若林区卸町4-3-1 中央卸売市場内

総合旅行業務取扱管理者 ： 加藤 重雄

２名様 38,000円 33,000円

宿泊施設

２名様 34,000円 29,000円

助成金

5,000円

5,000円秋保温泉
茶寮「宗園」

遠刈田温泉
「竹泉荘」

※2名様ご利用

◆ 実施期間 ： 令和 ２ 年 ７ 月 ７ 日 （火） ～ ８ 月 ３１ 日 （月） 泊 まで

23,000円

３名様 31,000円 26,000円

１室利用人数 宿泊代金(平日）

定員利用 32,000円

３名様 35,000円

助成後
宿泊代金 施設における観光関連商品

館内利用券　1,000円付き

5,000円

部屋（旭）

ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾊﾟｽｲｰﾄの露天風呂

31,000円

27,000円

30,000円

部屋タイプ 宿泊代金(平日）

ﾃﾞﾗｯｸｽﾀﾀﾐ 36,000円

ｼﾞｭﾆｱﾌﾟﾚﾐｱﾑｽｲｰﾂ 55,000円

ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾊﾟｽｲｰﾄ

50,000円

離れの部屋

鳴子温泉
吉祥「離れ」

施設における観光関連商品

施設における観光関連商品

板長謹製「竹泉荘ふりかけ」
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

玉子屋謹製「わらび餅」プレゼント

１室利用人数 宿泊代金(平日）
助成後

宿泊代金

４名様以上 28,000円

5,000円

5,000円

助成金

5,000円

5,000円

助成後
宿泊代金

※休前日は、定員（35,000円）、3名様（40,000円）、2名様（48,000円）、7/24は平日料金

※離れの部屋は3部屋のみです。日にちが決まりましたらお早めにお申し込み下さい。

5,000円

助成金

60,000円65,000円

5,000円

※休前日は、6,000円ｱｯﾌﾟ　7/23-25・8/8-15は、11,000円ｱｯﾌﾟ　8月の日・金曜日は、3,000円ｱｯﾌﾟ

<< コロナの疲れを癒そう!

この旅行は株式会社ワールドトラベル（以下「当社」という）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。

又、旅行条件は、本パンフレットに記載されている文面及び下記による他、別途お渡しする旅行条件書（全文）、

出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

お申込書に所定の事項を記入しお申込金を添えてお申込いただきます。

お申込金は「旅行代金」又は「取消料」の一部として取扱いいたします。

＊当社は、新型コロナウイルス対策を行っている宿を厳選しております。感染リスクを避けて

安心で楽しいご旅行にするため、新しい旅のエチケットのご協力をお願いいたします。

せんだい・みやぎ絆の宿キャンペーンとは、宮城県の観

光需要の早期回復を目的として、宮城県内在住者を対

象とした旅行商品を割引して旅行の機会を検討いただく

ため、宮城県が実施する支援金です。

当社では、7月7日以降のお申込みのお客様に対し、こ

の補助金を活用して、下記のツアーを割引いたします。

茶寮「宗園」 吉祥竹泉荘
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　　　◆ 実施期間 ： 令和 ２ 年 ７ 月 ７ 日 （火） ～ ８ 月 ３１ 日 （月） 泊 まで

センチュリー 大観荘

■ ご利用条件 ： お申込時点で、宮城県内に在住されている方（在留外国人を含みます）

　　ご利用の際には、お住まいの確認できる書類（運転免許証・健康保険証・住民票・マイナンバーカード・

　　学生証・公共料金領収書 等）のいずれかの提出が必要となりますので、予めご了承ください。

■ ご留意事項 ： 実施期間内であっても、支援金の予算がなくなり次第、キャンペーン終了となります。

　　旅行契約成立後のお客様都合によるお取消しは、割引前の料金が対象となります。

　　お子様料金につきましては、各施設ごとに異なりますので別途お問い合わせください。

＊下記料金は、平日利用料金 ＜全て諸税別＞

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 12,500円 5,000円 7,500円 定員利用 10,000円 5,000円 5,000円

３名様 13,000円 5,000円 8,000円 ３名様 10,000円 5,000円 5,000円

２名様 13,500円 5,000円 8,500円 ２名様 13,000円 5,000円 8,000円

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 14,000円 5,000円 9,000円 定員利用

３名様 16,000円 5,000円 11,000円 ３名様

２名様 17,000円 5,000円 12,000円 ２名様

【 旅行条件 （要約） 】
＊お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認の上お申込みください

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申込及び契約成立

E-mail ： tabi@world-travel.co.jp

松
島

南
三
陸
温
泉

館内利用券
500円付き

TEL ： 022-232-8051
FAX ： 022-232-8085

観光庁長官登録旅行業第1546号　日本旅行業協会（JATA)正会員

〒984-0015 仙台市若林区卸町4-3-1 中央卸売市場内

総合旅行業務取扱管理者 ： 加藤 重雄

松
島

※上記は、7/7-17までの料金。7/18/-8/31は、2,000円～3,000円ｱｯﾌﾟ
※休前日は、2,000円～3,000円ｱｯﾌﾟ　7/23-25,8/8-15は7,000円～8,000円ｱｯﾌﾟ

松島
ｾﾝﾁｭﾘｰ

ﾎﾃﾙ

ホテル
観洋

※南館利用（海側）　休前日は、2,000円ｱｯﾌﾟ　※8/8-15は、20,000円
7/23-25は除外

12,000円 5,000円 7,000円
三陸わかめ

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

花ごころの湯
新富亭

※休前日は、3,000円ｱｯﾌﾟ　　8/13-15は除外

松島
大観荘

館内利用券
500円付き

館内利用券
500円付き

※7/26-8/7、8/16-8/31は、1,000円ｱｯﾌﾟとなります。　7月連休・お盆は除外

＊当社は、新型コロナウイルス対策を行っている宿を厳選しております。

感染リスクを避けて安心で楽しいご旅行にするため、新しい旅の

エチケットのご協力をお願いいたします。

せんだい・みやぎ絆の宿キャンペーンとは、宮城県の観光需要

の早期回復を目的として、宮城県内在住者を対象とした旅行商

品を割引して旅行の機会を検討いただくため、宮城県が実施す

る支援金です。

当社では、7月7日以降のお申込みのお客様に対し、この補助金

を活用して、下記のツアーを割引いたします。

ホテル観洋大観荘松島ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ

この旅行は株式会社ワールドトラベル（以下「当社」という）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。

又、旅行条件は、本パンフレットに記載されている文面及び下記による他、別途お渡しする旅行条件書（全文）、

出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

お申込書に所定の事項を記入しお申込金を添えてお申込いただきます。

お申込金は「旅行代金」又は「取消料」の一部として取扱いいたします。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1594174526/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucnVydWJ1LnRyYXZlbC9ob3RlbC9qYXBhbi9tYXRzdXNoaW1hL21hdHN1c2hpbWEtY2VudHVyeS1ob3RlbA--/RS=^ADBBW9vSwjQsT397TJbgK2xRg_sg_g-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE4Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1R2eUE1MHZNZm5BajFsMVlONHNISnpzdEhsdnJUSklnbkQ1dzFpOEdjZGIxMzdBNXZLZjRPczVZbwRwAzQ0Szc0NE96NDRPQjQ0T2w0NE9xNDRPODQ0T2I0NE9HNDRPcjVwMi41Yk8yBHBvcwMxOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
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■ ご利用条件 ： お申込時点で、宮城県内に在住されている方（在留外国人を含みます）
　　ご利用の際には、お住まいの確認できる書類（運転免許証・健康保険証・住民票・マイナンバーカード・
　　学生証・公共料金領収書 等）のいずれかの提出が必要となりますので、予めご了承ください。

■ ご留意事項 ： 実施期間内であっても、支援金の予算がなくなり次第、キャンペーン終了となります。
　　旅行契約成立後のお客様都合によるお取消しは、割引前の料金が対象となります。
　　お子様料金につきましては、各施設ごとに異なりますので別途お問い合わせください。

＊下記料金は、平日利用料金 ＜諸税別＞

※上記は、和室10畳の料金（12.5畳もあり）　休前日は、2,200円ｱｯﾌﾟ　お盆は、22,000円～26,400円

※休前日は1,000円ｱｯﾌﾟ　本館海側・本館山側・新館海側の部屋は別途料金となります。お盆の時期はお問合せ下さい

【 旅行条件 （要約） 】
＊お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認の上お申込みください

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申込及び契約成立

FAX ： 022-232-8085
〒984-0015 仙台市若林区卸町4-3-1 中央卸売市場内

総合旅行業務取扱管理者 ： 加藤 重雄

E-mail ： tabi@world-travel.co.jp

7,800円

観光庁長官登録旅行業第1546号　日本旅行業協会（JATA)正会員

TEL ： 022-232-8051

ニュー泊埼荘
部屋タイプお任せ

（税込み）

１室利用人数 宿泊代金(平日） 助成金
助成後

宿泊代金 施設における観光関連商品 岩風呂

４名様以上 12,800円 5,000円 7,800円 ペット１頭の宿泊料込み
＊ドッグランあり

※名産「わかめ」または
「ほや」1袋ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

３名様 12,800円 5,000円

小型犬2匹まで宿泊可能
※温泉の素2袋プレゼント

３名様 13,600円 5,000円 8,600円

２名様 14,700円 5,000円 9,700円

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　◆ 実施期間 ： 令和 ２ 年 ７ 月 ７ 日 （火） ～ ８ 月 ３１ 日 （月） 泊 まで

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金(平日） 助成金
助成後

宿泊代金 施設における観光関連商品 露天風呂

松島
ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ

定員利用 14,000円 5,000円 9,000円

３名様

遠刈田温泉
旅館源兵衛

部屋タイプ 宿泊代金(平日） 助成金
助成後

宿泊代金

定員利用 13,600円 5,000円 8,600円

7,800円

２名様 12,800円 5,000円

ペット料金：5,000円（税別）
※館内利用券　500円付き

施設における観光関連商品

※休前日・7/18～8/31は、2,000～3,000円ｱｯﾌﾟ　　お盆の時期は7,000円～8,000円ｱｯﾌﾟ

16,000円 5,000円 11,000円

２名様 17,000円 5,000円 12,000円

露天風呂

<< ペットと泊まろう！ プラン >>

この旅行は株式会社ワールドトラベル（以下「当社」という）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。

又、旅行条件は、本パンフレットに記載されている文面及び下記による他、別途お渡しする旅行条件書（全文）、

出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

お申込書に所定の事項を記入しお申込金を添えてお申込いただきます。

お申込金は「旅行代金」又は「取消料」の一部として取扱いいたします。

＊当社は、新型コロナウイルス対策を行っている宿を厳選しております。感染リスクを避けて

安心で楽しいご旅行にするため、新しい旅のエチケットのご協力をお願いいたします。

せんだい・みやぎ絆の宿キャンペーンとは、宮城県の

観光需要の早期回復を目的として、宮城県内在住者を

対象とした旅行商品を割引して旅行の機会を検討いた

だくため、宮城県が実施する支援金です。

当社では、7月7日以降のお申込みのお客様に対し、

この補助金を活用して、下記のツアーを割引いたします。

茶寮「宗園」 ﾆｭｰ泊崎荘竹泉荘松島ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ

ドッグラン
旅館源兵衛



■ ご利用条件 ： お申込時点で、宮城県内に在住されている方（在留外国人を含みます）

　　ご利用の際には、お住まいの確認できる書類（運転免許証・健康保険証・住民票・マイナンバーカード・

　　学生証・公共料金領収書 等）のいずれかの提出が必要となりますので、予めご了承ください。

■ ご留意事項 ： 実施期間内であっても、支援金の予算がなくなり次第、キャンペーン終了となります。

　　旅行契約成立後のお客様都合によるお取消しは、割引前の料金が対象となります。

　　お子様料金につきましては、各施設ごとに異なりますので別途お問い合わせください。

＊下記料金は、平日利用料金 ＜全て諸税別＞

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 21,000円 5,000円 16,000円 定員利用 11,000円 5,000円 6,000円

３名様 22,000円 5,000円 17,000円 ３名様 13,000円 5,000円 8,000円

２名様 23,000円 5,000円 18,000円 ２名様 14,500円 5,000円 9,500円

宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金
助成後

宿泊代金
施設における
観光関連商品 宿泊施設 １室利用人数 宿泊代金 助成金

助成後
宿泊代金

施設における
観光関連商品

定員利用 10,000円 5,000円 5,000円

３名様 11,000円 5,000円 6,000円 ３名様 10,000円 5,000円 5,000円

２名様 12,000円 5,000円 7,000円 ２名様 11,000円 5,000円 6,000円

【 旅行条件 （要約） 】
＊お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認の上お申込みください

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申込及び契約成立

地酒1本180ml付き

※上記は、8/7-20,22,27-28のみの料金。　※金・日・祝は、1500円ｱｯﾌﾟ、休前日は、
2,500円ｱｯﾌﾟとなります。　※お盆は、7,000円ｱｯﾌﾟとなります。

※休前日は、3,000円ｱｯﾌﾟ　　　※お盆の時期は、9,000円ｱｯﾌﾟとなります。

　　　◆ 実施期間 ： 令和 ２ 年 ７ 月 ７ 日 （火） ～ ８ 月 ３１ 日 （月） 泊 まで

松
島

鳴
子

小松館
好風亭

松島の湯
（入浴剤）1包 吉祥 こけしｽﾄﾗｯﾌﾟ付

※休前日も同料金となります。　お盆の時期は2,500円ｱｯﾌﾟとなります。 ※休前日は4,000円アップ、お盆の料金はお問い合わせ下さい。

作
並

秋
保

グリーン
グリーン

館内利用券
500円付き

洋室利用

ホテル
クレセント

E-mail ： tabi@world-travel.co.jp

観光庁長官登録旅行業第1546号　日本旅行業協会（JATA)正会員

TEL ： 022-232-8051
FAX ： 022-232-8085

〒984-0015 仙台市若林区卸町4-3-1 中央卸売市場内

総合旅行業務取扱管理者 ： 加藤 重雄

＊当社は、新型コロナウイルス対策を行っている宿を厳選しております。

感染リスクを避けて安心で楽しいご旅行にするため、新しい旅の

エチケットのご協力をお願いいたします。

せんだい・みやぎ絆の宿キャンペーンとは、宮城県の観光需要

の早期回復を目的として、宮城県内在住者を対象とした旅行商

品を割引して旅行の機会を検討いただくため、宮城県が実施す

る支援金です。

当社では、7月7日以降のお申込みのお客様に対し、この補助金

を活用して、下記のツアーを割引いたします。

吉祥グリーングリーン松島 好風亭

この旅行は株式会社ワールドトラベル（以下「当社」という）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。

又、旅行条件は、本パンフレットに記載されている文面及び下記による他、別途お渡しする旅行条件書（全文）、

出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

お申込書に所定の事項を記入しお申込金を添えてお申込いただきます。

お申込金は「旅行代金」又は「取消料」の一部として取扱いいたします。


