
      Go to トラベル事業 支援対象 

東北域内周遊促進事業 

 

 

 

 
 

 

旅のおともは ザ・ロイヤルハイヤーで上質なサービスをお約束～ご自宅からご自宅まで～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< GO TO地域共通クーポン：6,000円分付 >> 

2-3名様はクラウンハイブリッド・4名様-6名様はアルファードにてご案内いたします。 

上質なサービスをお約束するアテンダント・ドライバーが同行いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あなただけの旅 
～専用ハイヤー ザ・ロイヤルハイヤーでいく 個室・半個室露天風呂・室内温泉に泊まる旅～ 

◆福島の名湯・老舗旅館に泊まる旅 

◆山形の名湯・老舗旅館に泊まる旅 

◆岩手の名湯・老舗旅館に泊まる旅  

各コース 毎日設定 催行人数 2 名様以上 6 名様迄 

 
 

 

県 名 温泉名 施設名 

福島県 土湯温泉 土湯別邸 里の湯 

岳温泉 岳温泉ながめの宿 光雲閣 

山形県 かみのやま温泉 日本の宿 古窯 

赤湯温泉 櫻湯 山茱萸 さんしゅゆ 

岩手県 新鉛温泉 「藤三旅館・別邸」 鉛温泉 心の刻 十三月 

湯川温泉 岩手 湯川温泉「山人-yamado-」 

各施設・部屋数がすくないのでお早目のお申込をお待ちいたしております。 

 

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。 

地域共通クーポンの実施日は 9月 1日以降でお知らせする日からとなります。実施日決定次第お知らせします。 

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。 

旅行企画・実施 
 

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 

皆様の旅の安心に事前・事後の PCR 検査を受けることができます。 

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、添付の同意書ご記入の上お申込下さい。 



【福島の名湯・老舗旅館に泊まる旅】 
日数 内容 ご宿泊関係施設名 

1 仙台市内ご自宅から＝ロイヤルハイヤーで福島へ。～朝の連続テレビ「エール」で 

有名古関裕而記念館見学＝＝🚙＝＝猪苗代湖畔散策＝＝湖を望むホテルで昼食＝＝ 

お早目に名湯・老舗旅館へ。  名湯でおくつろぎいただきます。 

 

ご宿泊施設表から 

お選びください 

2 おそめの出発（お客様と御打ち合わせ）＝＝諸橋近代美術館＝＝会津市内散策・ 

お買い物とおそめの昼食は会津料理渋川問屋にて＝＝🚙＝＝二本松 IC＝＝＝仙台南・

みやぎ・いずみ IC のいずれか＝＝🚙＝＝ご自宅まで おつかれさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 期間/ご利用人数 6名様 4名様 3名様 2名様 

里の湯 10月～1月平日お一人様料金 100,000円 115,000円 129,000円 158,000円 
Go to トラベル割引 14,000円 

支払実額 86,000円 101,000円 115,000円 147,000円 

休前日 102,000円 117,000円 131,000円 160,000円 
Go to トラベル割引 14,000円 

支払実額 88,000円 103,000円 117,000円 149,000円 

定休日 毎週火曜日・水曜日  

12月 29日～1月 2日迄は除外日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 期間/ご利用人数 6名様 4名様 3名様 2名様 

岳温泉光雲閣 10月～1月平日お一人様料金 72,000円 85,000円 99,000円 128,000円 
Go to トラベル割引 14,000円 

支払実額 58,000円 71,000円 85,000円 114,000円 

休前日：一律＋2,000円 74,000円 87,000円 101,000円 130,000円 

支払い実額 60,000円 73,000円 87,000円 116,000円 

 

 

 

 

自然に囲まれた宿では、木立を渡る風とせせらぎ、鳥のさえずりに包まれた、心和

むくつろぎの空間になっております。客室は 2 間つづきの和室が 5 室、ベッドでお

休みいただける和モダンのお部屋が 3 室、そして 3 部屋付の離れ 1 棟 1 室、あわせ

て 9 室ございます。窓からは豊かな緑を眺めることができ、各部屋についている古

代檜風呂は、源泉がひかれているので、湯の恵みを存分に味わうことができます。 

宿自慢のテラス露天風呂付和洋室 



【山形の名湯・老舗旅館に泊まる旅】 
日数 内容 ご宿泊関係施設名 

1 仙台市内ご自宅から＝ロイヤルハイヤーで山形へ＝＝🚙＝＝天童国宝慈恩寺見学＝＝ 

近郊の果樹園にて体験収穫・お買い物＝＝山形そば街道にておそばご賞味＝＝🚙＝＝ 

お早目に名湯・老舗旅館へ。  名湯でおくつろぎいただきます。 

 

ご宿泊施設表から 

お選びください 

2 ご宿泊先（10 時頃）＝＝米沢市内 米沢上杉御廟＝＝米沢牛をご賞味＝＝福島市内 

～朝の連続テレビ「エール」で有名古関裕而記念館＝＝＝福島 IC＝＝仙台南・みやぎ・ 

いずみ IC のいずれか＝＝🚙＝＝ご自宅まで おつかれさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 期間/ご利用人数 6名様 4名様 3名様 2名様 

山形 

上山温泉 

古窯 

10月～1月平日お一人様料金 92,000円 107,000円 122,000円 152,000円 
Go to トラベル割引 14,000円 

支払実額 78,000円 93,000円 108,000円 138,000円 

休前日一律＋2,000円 94,000円 109,000円 124,000円 157,000円 
支払い実額 80,000円 95,000円 110,000円 140,000円 

12月 29日～1月 2日迄は除外日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 期間/ご利用人数 6名様 4名様 3名様 2名様 

山形 

赤湯温泉 

櫻湯 山茱萸 

さんしゅゆ 

10月～1月平日お一人様料金 88,000円 103,000円 118,000円 147,000円 
Go to トラベル割引 14,000円 

支払実額 74,000円 89,000円 104,000円 133,000円 

休前日一律＋2,000円 90,000円 105,000円 120,000円 149,000円 
支払い実額 76,000円 91,000円 106,000円 135,000円 

12月 29日～1月 2日迄は除外日  

 

 

 

 

  

 

 

2019 年 5 月雪をテーマに 

した寛ぎの空間が誕生。 

半個室露天風呂付お部屋を 

６階にリニューアルオープン 

葉山を一望できるお部屋、 

心地よいベットのお部屋や 

趣のある露天風呂付の 

お部屋、お好みや目的に合わ

せてお選びいただけます。 

 

全 7 室に専用露天風呂

付の広々としたお部屋 

が特徴。お食事は各お

部屋でのサービス。 

旬の惠をいただく至福

の時をお過ごしいただ

きます。 



【岩手の名湯・老舗旅館に泊まる旅】 
日数 内容 ご宿泊関係施設名 

1 仙台市内ご自宅から＝ロイヤルハイヤーで岩手へ＝＝🚙＝＝北上 IC＝＝お蕎麦ご賞味 

＝＝北上江釣子線＝＝北上駅＝＝🚃＝＝錦秋湖駅へ《紅葉の時期以外は車で移動》 

錦秋湖畔散策と道の駅お買い物等＝＝🚙＝＝お早めに岩手の名湯温泉旅館へ 

 

 

ご宿泊施設表から 

お選びください 

2 ご宿泊先＝🚙＝花巻宮沢賢治記念館＝＝花巻名産金婚漬け金婚亭＝＝前沢牛の昼食 

＝＝厳美渓・サハラガラスパーク＝＝一関 IC==仙台南・みやぎ・いずみ IC のいずれ

か＝＝🚙＝＝ご自宅まで おつかれさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 期間/ご利用人数 3名様 2名様 

岩手 

新鉛温泉 

十三月 

10月～1月平日お一人様料金 129,000円 164,000円 
Go to トラベル割引 14,000円 

支払実額 115,000円 150,000円 

休前日一律＋2,000円 131,000円 176,000円 
支払い実額 117,000円 152,000円 

12月 29日～1月 2日迄は除外日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 期間/ご利用人数 3名様 2名様 

岩手 

湯川温泉 

山人 

10月～1月平日お一人様料金 137,000円 172,000円 
Go to トラベル割引 14,000円 

支払実額 123,000円 158,000円 

休前日一律＋2,000円 139,000円 174,000円 
支払い実額 125,000円 160,000円 

12月 29日～1月 2日迄は除外日  

湯川温泉 

全室源泉 100％かけ流し露天風呂と

デッキ付きお部屋 

大きな湯舟で心まであたたまり、上

質なひとときを心行くまでお過ごし

いただけます。 

60m2 以上のゆったりとしたスイー

トルームです。モダン・スタイリッ

シュをコンセプトに、インテリアや

家具など全てトータルデザインしま

した。全室、間取り、テイストが異

なります。 

身も心も癒される、半露天風呂付きの私的空間 

大自然を満喫できる最高の場所に建つ「山人」の客室数

は、たったの 12 室。 

静かで落ち着きのあるプライベート空間としてご利用

いただく為、少ないお部屋数となっており、１室２名様

ないし３名様でご利用いただいています。 

全てのお部屋に寝心地の良さで定評のあるシモンズ社

製ベッド。24 時間いつでもご堪能いただける天然温泉

掛け流し半露天風呂をご用意しております。 

隠れ家のような「私的空間」で、心から癒される贅沢な

時間をお過ごしください。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

利用予定車種 ご利用人数様  他 

クラウンハイブリッド 2-3名様 トランク・ゴルフバック 4個 

アルファード 4-6名様 トランク・ゴルフバック 3個 

※上質なサービスをお約束するアテンダント・ドライバーが同行いたします。 

「トヨタ史上最高の完成度」といわれ

ているハイブリッドシステム搭載。ク

ラウンならではの居住性と、ハイブリ

ッドならではの静寂性の高さからは

「日本の美意識」を感じられる、とて

もバランスの良い１台です。 

トヨタの高級ミニバン。 室内の広さ

と快適さで、心寛ぐ移動空間をお約束

致します。 

スポーティーな見た目でビジネスか

ら観光まで、どんな場面にもフィット

致します。 

上質なサービスをお約束する 

アテンダント・ドライバー国際

的学会、グローバルなビジネス

での海外ゲストの送迎には、英

語をはじめ外国語に対応できる

アテンダント・ドライバーが対

応させていただきます。 

 

 

 

 



 

 

土湯温泉里の湯 

岳温泉 光雲閣 

山形上山温泉古窯 

山形赤湯温泉山茱萸 

湯川温泉山人

ロ 

鉛温泉心の刻 十三月 



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 
あなただけの旅～専用ハイヤーでいく 個室・半個室露天風呂・室内温泉に泊まる旅 2 日間～ 

参加されるお客様全員のお名前とご住所及び☎番号をご記入下さい。 

■ご出発ご希望日   月  日  

下記より宿泊施設をお選びください 

【福島】□ 土湯温泉別邸里の湯 □ 岳温泉光雲閣 

【山形】□ かみのやま温泉 ホテル古窯 □ 赤湯温泉 山茱萸 

【岩手】□ 新鉛温泉 十三月 ▢ 湯川温泉 山人 

■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 E メールにてお申込ください。 

◆お申込締切は出発前 2週間前迄お申込下さい。 

【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。 
◆代表者に〇印をご記入下さい 

（※ あなただけの旅 専用ハイヤーで行く 個室露天風呂付の宿に泊まる旅の条件書に同意して申し込みます） 

               

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 

〇印を 

  〒 

☎ 

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 

（  ）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 

※足りない場合はコピーしてご記入下さい。 

 

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 
各施設、部屋数が少ないため、ご希望に添えない場合もございますので予めご留意下さい。 

仙台市内発着にしておりますが、他地区からの発着も可能です。ご相談ください。 

お早目のお申込をお待ちしております。 



旅行条件書 
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 


