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いて湯と渓谷の里

下郷町
見ところ紹介

下郷▲は「大i橘」「塔のへつり」「湯野上温泉」を　響申す管

有する“いで湯と渓谷の里です。他にも豊かな自然

と膳史に育まれたし1本の原風刺二田逢える町です

あなたもそんな下郷町の魅力にふれる旅をしてみま

せんか

留町観光PRキャラクター

「しもごろ－」

猿楽台地
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閣麗圏麗園

湯野上温泉郷

玄関口の湯野上温泉駅は全国でも
珍しい茅背き屋根の駅舎。構内に用
意された囲炉裏が一段と旅情を誘い　…
ます。駅舎のとなりには足湯があり無　　商
科で楽しむことができます。桜の名所　金
としても人気があります。　　　　　　　町

大内宿

o

品質の高いそばが収穫できることから、広大な
土地約40haにわたりそばが作られています。8月

下旬から9月上旬頃にかけて畑一面にそばの花
が咲き誇り素晴らしい風景を作り上げています。

湯野上温泉

温泉の噴出量は毎分3，000リッ
トル、噴出温度は55度前後の
為、加水を行わず100％のか
け流し天然温泉が楽しめます。

中山風穴地
特殊植物群落

璽r掃T
rもi　　＿

塔のへつり

阿賀川が長年侵食と風化を繰
り返した結果できた奇跡の景
観。国の天然記念物に指定さ
れています。

観音沼森林公園

標高わずか800mでありながら、　観音沼周辺は遊歩道が整備
真夏でも10℃以下の冷気が吹　　され、四季折々の美しきに魅了
き出し、この標高では自生しな　　されたカメラマンや観光客が訪
いはずの高山植物群が見られ　　れます。
ます。

畦認諾課成語諾諾晒し、沸上温泉厭一半一小野観音堂至 

覇襲 
本物の日本の旅情江戸時代から今に残る
400年前の宿場町（重要伝統的建造物群保存地区）
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国の重要伝統的建造物詳保存地区にも選定されている人気の大内宿。夜にな
ると昼間の娠わいとはうってかわり静寂を取りもどします。大内宿の民宿ぼ自ってみ
れば懐かしい田舎の味や宿のおばちゃんとの話に楽しい時間を過ごせるかも。あ
なたも江戸時代の旅人の気持ちになって大内宿を楽しんでみませんか。

恵山の脚鵬すi　龍 
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吉美塵　　　　　院（分家） 

分家） 

回室山湘　蕊蒸 ／（藍藻 

t
－
S
。
〇

十
千
∵
左
右
J
£
一



画業薫蒸課謀議認諾一語禁漂諾蕊

圏！お1人様につぎ子講00円鎧の下郷お楽しみクーポン券がついてくる！

弱田園薗鰯圃弱鑓韮醜廼漆頭部国頭…隠避関脇※おつりは出ません。
●「大内宿」お土産店・飲食店　●道の駅　しもごう　　　　●湯野上温泉　食の郷あいづの

●憎のへつり」お土産店・飲食店　●駅カフェしもごう　　　●濡野上温泉　藤の郷直売所よらっしえ　＿／

●濡野上温泉駅売店　　　　　　　あ土産店・飲食店　●養鱒公園いこいの広場　　　開国

●まちの駅　下郷町物産館　　●会湊ジイゴ振学舎　　　●高村まんじゆう　笹屋割II製菓

田圃間鴨臆　　　　　　　●沸上温泉　渡辺酒食品店　●浅井菓子舗

●会連下郷観光循環バス（会津パス）●破滅号（伍田タクシー）●湯野上タクシー

●マル許多多シー（会津糞遜〉※お1人椋（大人、子供とも）1枚までご利用いただけます。不足分は現金にてお支払い下さい亡

圃下郷町体験メニュー「みつペ」補助巻付！※体験の内容、覿期間・定休日‘輔削こよ。異なります。都合により休業‘こなる揚合があります。
下記のメニューにてこ利用頂けます。
※おつりは出ません。不足分は現金にてお支払い下さい。

メニュー名　　　　　　　体験人数　　　　体験時間・料金　　　　　　　　　　　体験内容 予約

そば打ち体験 1人1．000円～

90分
打った雑麦はその場でゆでて食べます。
※夏場は持ち帰り不可

バター作り体験 �5－40人 40名まで �1人　800円～ �金子牧場で絞った新鮮な原乳でパターを作るこ �℡10日前まで 
30分 �と力できます。 

どうぶつふれあい活動 ��1人　350円 �動物にエサを与えたり、心音を問いたり、生き た動物とのふれあいの中で命の大切さなどを学 習できます。 �olO目前まで 

園田 かんじきウオーク ��108まで 5．000円 �広大な雪原を歩く醍醐味を味わって下さい。 体験場所は猿楽台地など。 �℡10日前まで 

陶芸教室 �4－20人 �1人3．000円～ 　2時間 �手ひねり体験でマイ講を作ろう。 �※1 ℡1週間前まで ※2 ℡2週間前まで 

木工ろくろ体験 �1－5人 �1－5名 2．500円～ �自分だけのこだわりの木の器か作れます。 �el週間前まで 

こけし絵付け �1－25人 �1人400円～ 　30分 �こけしの木型に思い思いの絵をかき込みます。 �℡1週間前まで 

パン作り �5－10人 �1人　2，500円 �生地から作り、3種類のパンを形成して焼き上 �℡10日前まで 
半日 �けます。 

エコクラフト �3－10人 �1人1．500円～ �紙ひもを使ってバスケットなどを作るクラフト 半日 �教室です。 

まんじゆう作り体験 �5－10人 �1人1，500円 �自家製まんじゆう生地に飴を包みその場で蒸し上 �℡1週間前まで 1時間半 �けます。お土産に持ち帰れます。 

戸赤のIII遊び体験 �3－100名 �1人1，000円 　2時間 �戸石川の一枚岩の滑り台など自然を思い切り楽 しめます。 �℡1週間前まで 

戸赤のそば打ち体験 �4－30名 �1人1，500円 　2時間 �自分で打ったそばを茹でて食べます。（天ぷら付） 

⑨

⑲

⑪

⑫

虹鱒つり、つかみ体験 �1－50人 �1匹450円 　30分 �公園内の釣り掘りでニジマスを釣ったり、放た �寄1週間前まで 

瀦瀞アクッキング ��バーベキューは1人 1．500円2時間 �れた二ジマスをつかむことができます。また、 アウトドアクッキング（BBO）も楽しめます。 

バーベキュー 地域でとれた野菜を使いバーベキューを楽しむ
ことができます。 ℡1週間前まで

国選凶日 くだもの狩り � � �裏から秋にかけて桃や津なし、りんご狩りが体験できます。 時期や料金など詳しくほお問合わせ下さい。 �℡1週間前まで 

ガイドと歩こう 大内宿の歴史や見ところをご案内し討。この他、観音沼森松日や
中山団六のコースほど〝しもごう“の名所をいろいろご案内できます。 ℡1週間前まで

e

○体験メニュー予約受付先（ただし土、日、祝は休み）下郷町着地型ツーリズム推進事業実行委員会（下郷町商工会）TEL．0241－67－3135FAX．0241＿67＿3298

お問い合わせ先　下郷町観光協会（下郷町商工観光係）℡0241－69－1144



旅行代金表のリバティ号プランは、芦ノ牧エリアまでの往復の乗車券、浅草⇔会津田島間の特急リバティ指定席特急券と
宿泊がセットになったプランです。下今市一東武日光～設定駅までは乗り降り自由なフリーパスでお得なプランです。
（フリー区間内のみで特急iパティに乗車する場合、特急券は不要です。ただし座席を指定する場合は特急券か必要です。

●1名桜ずつ出発駅を選べます。（往復同一
区間）

●発着駅の変更ができます。
●同一グループ内で東武プランと宿泊プラン

の組み合わせができます。

●特急列車に乗り遅れた場合、特急券は無
効になります。
特急は全席指定で自由席はありません。

●フリー区間以外では、特急乗車のためなど
で、目的地と反対方向に乗車することはで
きません。

特急スベーシアをこ利
用の場合は下今市駅ま
たは鬼怒川温泉駅でお
乗り換えとなります。
右記の差額でご利用頂
けます。

おとな・片道（）内はこども

会津田島～喜多方

－500円（－250円）

漢発着駅差額表〈往復〉　　　　　　　　　　　　　　　　（）内（たども 
発着駅 �特急乗車駅 �差額 �アプローチ 

浅葦 �浅草 �差額なし �会鶏1 

とうぎょうスカイツリー � 

押上一望ケ淵、小村井～置戸 �北千住 

増尾一触機 �春日部 

縮切～北千住 �北千住 �－300円（－100円〉 �全種2 

小菅一越谷、大輔、加須一蹴、大宮～柳田、種は公田～棚 �春日部 

北越谷～春日部、七里～七光台 �春日部 �－600円（－300円） �会津3 

フリーパス区間の饗要ができます。
温野上温泉に泊って会津若松まで足を仙れたり、会津田嶋から
レンタカーで動きたい人にも便利ですi

Sフリーパス変更差額 �表〈往復〉 会津田島 �（ 芦ノ牧温泉 �）内はこども 喜多方 

温野上・芦ノ牧温泉 �円 �基本股定 �＋400円 －1，000 （－500円） ��（＋200円） 

たびNEO：乙的101●　●＝1会江田島　2：芦ノ牧　3；喜多方

浅芭艶命患スペーシア」個室か追加料金で
ご利用いただけます点1室4毛足其）

匡≡警≡萱三豊輩二
！1宣l名で利用i　2．760円　　3．360円

「了言語両面‾亡妻垂亘二二二千繭百「
」l誌堕堕喧し＿＿＿＿」塑豊里＿＿　＿上し120円i
ll室4名で利用；　690円　＿　840円＿＿

※新宿発特急プランではご利用いただiナません。

摘記鯉毒害閣9130臓まで※緒鮨諾鴇、。一連車乗欝意ブランから差額机で褒賞できます。 　　　　　　　　　　　　　　（股定駅：鴻野上温泉） �●片道新宿発、片道浅草発の設定はあり 

渇野上温泉駅までの往復の乗車劣、薪宿⇔鬼怒川温泉問の特急スペーシア指定席塘急募と宿泊がセットになった �ません。 
プランです。 �●新宿発（着）特急プランは割増代金にて 

離　　★は途中下車可轍（新宿～新藤原間の乗車券蛸日限。の有効とな鳴す。） 垂題下臆墓園岩園芸書轟音蕎臆嘉■葵憲 鰭藷親藩襲葱杏★重諒闇。薫羅 �1名桜から、希望の列車がご利用でき ます。 ●発着駅の変更ができます。 ●同一グループ内で列車付きのプランと 宿泊プランの組合せができます。 ●特急列車に乗り遅れた場合、乗車券・ 特急券は無効となります。 ●新藤原～設定駅の乗車券は4日間有効 

真鶴鋲連　　　　　　　　　　　　　　　　野芭額連　　　　　　　　　　　合瀧織豊 �です。 

S発着駅差額表〈片道〉　　　　　　　　　　　（）内（にとも　01名刺用割増代金〈片道〉　（）内はこども �●特急スペーシアの個室は利用できません。 

繋菖　　差諾　ア諾チ　乗朝　差額 池袋　－100円（－50円）S18／10－16、12／30－1／4＋600円（＋300円） 浦崇．荒　≡器胃霞謂十一十善　上記以外＋300円（＋150円） �㊧販売店の方へ： ⑩乗車票は特急券とは別に新藤原まで発券 してください。 

※横浜発、八王子発の臨時列車選抜時は片道につき、渋谷〔S6〕差額無し、品Ili 〔S4〕160円増し、横浜〔S5〕800円増し、吉祥寺・三鷹・国分寺・立IIl〔S7〕 �新藤原～湯野上温泉は、たびNeo：ZA83012 にて発券してください。 

500円増し、八王子〔S8〕800円増しにて発着駅を変更できます（こども半額）。 � 
運転日につきましてはご確認ください。 � 

●旅行商品にご利用いただける座席制限がございます。座席は1ケ月前の発売となりますのでご話堂に
そえない場合があります。ダイヤ改正により、便名・列車名等が変更となる場合があります○

●旅行代金には指定駅までの往復運賃・料金が含まれます。※6歳未満でも座席を利用する場合にはこど
もの旅行代金がかかります。浅草発特急プランのスペーシア（きぬ号・けごん号）に限り追加代金で個
室（4名定員）がご利用できます。

●指定駅・バス停からお宿までの交通費は別途お客様負担となります。
●乗車変更は旅行開始前（新宿発特急プランは列車出発の2時間前まで）にチケットを持参のうえチケッ

ト発行店（営業時間内）でお申し出があった場合1回に限り取扱いいたします。（乗車日の変更はできま
せん。）お申込み店と発行店が異なる場合は変更の手続きに日数を要する場合があり、変更を承れない

場合がございます言羊しくはお申込み店にご確認ください。
●途中下車は券面に印字されている「途中下車取扱駅」または「乗り降り自由区間」でのみ可能ですoそれ

以外の駅で途中下車された場合はすべて前途放棄扱いとなり、払い戻しもできません○

●こどもの旅行代金には喪具・食事（こどもメニュー）が含まれます。ことも①④の設定
の無い施設もございます。
ことも①＝おとなに準ずるお料理、ことも②＝お子様向けのお料理
JR・私鉄等プランにお申込みの幼児（小学生未満）で座席を使用しない場合は、宿泊
プラン代金が通用となります。

●当パンフレットに編誠のプランには添乗員は同行いたしません。
ご旅行に必要なクーポン券をお渡しいたしますので、ご旅行中の手続きはお客様自身
で行ってください。

●ご旅行をお楽しみ頂くためにパンフレットに記載されている内容がご提供されない場
合や、内容が異なる場合は該当施設（旅館・土産物店等々）にその場でお申し出ください。

●料理のご案内や写真は季節により内容が変わります。また客室の写真は利用客室の一
例です。

●各宿泊施設の送迎は事前に予約または連絡が必要です。時間により送迎ができない場
合もございます。（送迎は当社の旅行企画・実施には含まれません）

●パンフレットに記載の観光情報・イベントは2017年4月現在の資料に基づいて作成
しております。
時間・料金等予告なく変更になる場合がありますので、ご出発前に確認のうえお出か
けください。

e

●当商品の新宿発特急プラン（JRプラン）代金は、2名機以上同一列車・同一設備利用の場合の料金と
なります。l名桜での利用の場合は、割増代金が必要です。

●往復のご利用となります。片道だけのご利用、払い戻しはできません。ただし、2時間以上の遅延・
運休などの理由で未使用分については払い戻しいたします。その際は駅員・車掌より証明をお取りく
ださい。証明及びJR券が無い場合は払い戻しできません。

●取消・減員が発生した場合、列車の出発前までにJR券をお申込み店にご持参いただきお手続きを行っ
てください。ご持参できない場合出発当日はお近くの駅窓口（JRはみどりの窓口）にて往復分の指定
席の取消証明を受けてください。払い戻しは旅行終了後1週間を目安に往復取消証明印のあるチケッ
トをお申込み店にご持参いただきお手続きください。お客様都合による列車のみの取消や乗り遅れ（他
の交通機関遅延によるものも含む）による代替交通費用はお客様負担となりチケットの払い戻しはでき
ません。

国昭圏開園園欝鸞駿甜 
●民宿プランのご注意 

ご予約時に到着時間と送迎の要・不要をお伝えください。 
買出しや送迎など宿を不在にする時間があります。到着予定時間が変わる場合は・ 
お宿にご連絡ください。 
寝具の出し入れをお願いするお宿がございます。 
構造上、他のお部屋との仕切りがふすまの場合があるお宿がございます。 
階段の昇降等が困難なお客様は予約時にお申し出ください。可能な限り対応させ 
ていただきます。 
民宿の急速の事情により、止むを得ずお宿の変更をお願いする場合がございます。 

オ
プ
シ
ョ
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ラ
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＝羽田隔壁塑　　　　　　　　　　　　　　　855010・（選） 

り一、1⊥　重し∴∴去内観こ一番近出直は”細○○　　　　8 
，－，　　　　　　　　お園葛賢二？　追．謹撰　湧親　疎瞬騨能菌薩 

容　起電田園！畦塞霜 市－上帯　一・二軍需“ liiO l 　お輩箪盟です 

0615： 国富和 田田地 園和 田渇 �00回！B 重くスなし 元の食材を 食膳／食事処 野上温泉駅 ��器嵩藷，和食′食事∴囲露語誓寧二子二 から徒歩2分∴∴翌謹謂謹語間あ。園 

○旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝3歳一未就学児 

6／1－3I31 

平日i休日 �土田・休前日 

宿 き ”フ 之 1 �おとな �4・58 ��10．200 �10，300 
3台 ���10．900 

2台 ��10．700 �11．400 

1台 ��11．300 �12．600 

ことも① �2－5台 ��7．200 �7．700 

ことも② ���5．100 �5．500 

轟 圭ラ 宣言 �おとな �4・5亀 ��21．000 �21．100 

3台 ���21．700 

2合 ��21．500 �22，200 

ls ��22．100 �23．400 

ことも〈D �2－5台 ��12．600 �13．100 

ことも② ���10．500 �10．900 

i墨田呂」（亜亜）　　　　　　　　　　　　　　　患 �����������55030－（選） 
／あり±章一LI　　l●　　　、重＿　AJL　　工糾、自白爪i十五尭　黍前小会 �����������寝十と席　　圧 

幽腿…撼稜 �����壁認諾圏猛韮塙 ��こしッ接も「e 

11 ○0，15： 国利 �二∴i千丁∴ 00回田10：00 室田 �����∴ �田 上茎 ��＼‾1言 ，謙．： ��■i今 を“も予、 ） 外観盈重盗 

園田地元の食材等で、手作りの和・洋食／部屋囲湯野上温泉駅より旅館の送迎かl電玉田 

園芸諾諌言’‘僻または広間囲馳1噺‘女性1断　固 
細旅行代金表（1名標／円）【1泊2日夕i朝食付】　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝3線一未就学児 

11 �21－3／31 ��611－1I20 （除く右記） �����8／10－15 12130－113 

平日i休 �日 �土曜i休前日 �平日・休日 ���土曜・休日 �日 

宿 雪 フ 之 1 �よ；とな �4名 �9．40 �0 �10．600 �10．000 ���11，20 � �121400 
3亀 �10．00 �0 ��10．500 

2看 �10．50 �0 �11．200 �11．000 ���12，30 � �13．500 

1台 �11．00 �0 �12．300 �12．100 ���13．40 � �14．600 

ことも（D �2－4魯 �7．00 �0 �7．500 �7．400 ���7．900 ��81700 

ことも② ��5．00 �0 �5．300 �5．300 ���5．600 ��6．200 

謹 皇； 購う �まiと7ま �4台 �20，20 �o �21．400 �20．800 ���22．000 ��23．200 

3台 �20．80 �o ��21．300 

2台 �21．30 �o �22，000 �21．800 ���23．10 � �24，300 

1台 �21．80 �o �23．100 �22．900 ���24，20 � �25．400 

ことも① �2－4台 �12，40 �0 �12，900 �12．800 ���13．300 ��14．100 

ことも② ��10，40 �0 �10．700 �10．700 ���11．000 ��11．600 

鳥野上（睦彊）　，ふ　　　　　田圃 
湯野上温泉は湯の国 �������������圭のなかでもこんこん 

（⊃・ �����7　　　　　　　匹軽重講嬬啓裁毅蔦軍事・ ��������∴丁子∴ふ∴「∴←∴ 

三 �登一斉、－ ���� �婦「’Ti二二二二騒 �������� � 

＿1 110000000＿ lSSSSSSSSiSSSS ����　・〇一．－ i ��� �∴監事雲妄一二1－ 　　　　‾l ��������� 

手書　一 ����i �ー外観（イメージ）が ���」多′‾　　　　　　　露天風呂（イメ ���������－シ �■） ZS　∴ ����＿＿　－　　　一1 

〃010：00　回田川00　　　　　　　　囲湯野上温泉駅より宿の送迎あり　電動 
囲和宣1m霊漢音沃森を・相国JS国情 園田旬の素材と郷土料理を組合せた和会席膳／食事処囲男性1日所・女性1箇所 園和食膳／食事処　　［ニ遊園男性1薗所・女性1筒所 

大前語継揚こ袋槍サービス ��������30 ��－・ 9： � �00－ 10：30 � �〇・・ �： � 
オリジナノ ��� 
サーと �ビス ��膳のへつりまでご案内できます〇　　　四 

10：50 

○旅行代金表（1名標／円）【1泊2日夕i朝食付】　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝3緑一小学生 

6／1－3／31（除く右記） ����8／1－31、10／7－11／15 �������12／30－1／2 

平日・休日 ��土曜・休前日 ��平日・休日 ���土曜・休前日 （8／11－15） 

宿 雪 フ 之 1 �おとな ��4台 �12．100 ��14．500 ��14．300 ���16．6 ���00 �19，10 ��0 
3合 �14．300 ��16．600 ��16，400 ���1 �� �00 �21．30 ��0 

2台 �16．400 ��18．800 ��18．600 ���2 ��00 ��2 �3．50 �0 

こともくり ��2－4合 �10．100 ��11．700 ��11．500 ���1 ��．200 ��15，000 

ことも（9 ���7．200 ��8．300 ��8．200 ���9 ��00 ��10．700 

我 意呈 �霧iとな ��43 �22．900 ��25．300 ��25．100 ���27 �� �Oo �2 �9．900 

3亀 �25．100 ��27．400 ��27．200 ���2 ��．6 �00 �32．100 

23 �27．200 ��29．600 ��29．400 ���3 �� �Oo �34．30 ��o 

ことも① ��2－4亀 �15．500 ��17．100 ��16．900 ���1 ��．600 ��20．400 

ことも② ���12．600 ��13．700 ��13．600 ���1 ��．800 ��16．100 

＝羽田胴囲望　　　　　　855020－（選） …　＝覆墨謁騒音園麗圏闘≡閣繋湯田′ 

I i ！ � �、選ミ二、、 日、…、l ∴∴手 外観（イメージ） ��し 1－－＿∴：－： 空夢韓“i �？ま �　き； ∵ヽ∴ � � 

－ �【 ��l ���二二＿＿＿”〇〇〇〇〇11：‾ 　」 � � � �19曾 

じ □田15：00園田10：00 ������　‾！ぢ努ず真書国璽丁 　一丁．∴一 　重r” －＿」重し一三」要望呂（イメ‾ジ） 

囲和宣匹重二霊園　　　　　　し 
園季節の素材を取り入れた和食′／′食事処 ������i男性1倍所・女性1箇所 
兼　　　　　／ ������…1筋所．混浴（女性珊瑚有。，擦 
囲渇野上温泉駅より旅館の送迎あり璽玉田 
音旅行代金表（1台横／円）【1泊2日夕・朝食付】 ������※ことも①＝小学生　ことも②＝3歳一小学生 

9／1－3／31（除く右記） ��10／1－11／19 ��� �12／31－1／2 � 

平日・休日 �土曜・休前日 �平日・休日 �土旺・休前日 �� 
れ“ ラ ラ 三く 1 �おとな ��2－4名 �8．700 �9．900 �9，800 �11．000 ���13，500 � 

1毛 �9．600 �10．900 �10．700 �11．900 ���般定なし � 

ことも① ��2－48 �6．100 �7．000 �6．900 �7．700 ���9，500 � 

ことも② ���4．400 �5．000 �4．900 �5．500 ���6．800 � 

墨書 〃l呈 �おとな ��2－48 �19．500 �20．700 �20．600 �21．800 ���24．300 � 

1毛 �20．400 �21．700 �21．500 �22．700 ���股定なし � 

ことも（D ��2－43 �11．500 �12．400 �12．300 �13．100 ���14，900 � 

ことも② ���9．800 �10．400 �10．300 �10．900 ���12．200 � 

＝；：　鮒繭謙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ���������5040－（選） 

墾田園田四囲援護運護国騒認謹閏 ���������Iラインに画し ．再、 

（P∴一一 ＿′乍 ‾－ヽ， ．裏 ［圃15： 団酉和 �∵‾一 事i ��一・、－1 1‡圭・ 一一一一ムt i蚕；二、 ㌧jr 図10： ●し言 � ��：立∴：∴ ーJ／ 事同工＿、＼」 か、、豊 ∴∵ 随適 ��，〆，i �衰 
∴∴ ∩王一°： ー‾‾●ヽi ＿ニー亨 †∴－† 一宇百子を 1、‥寮 �ン‾愛着ン 　予手。 ���「「l∴ 一iこill一 越i：／ �溺 

÷一・・ 000 室でスな ���片田外観（イメーン） 00 洗浄器トイレ付 ／大広間 �� �闇町， ∴蒔∴ �1 紫露天 �風呂（イメージ） 

四郷 �土料理の ��和食膳 ���」」ミ聡子．‾I �� � 
∴：‥∴和 �食膳／ �．i／大広同　　　　　　　　　　　軸男性1箇所・女性1倍所、貸切露呈1倍所 

囲湯野上温泉 ���駅よりホテルの送迎あり日置a　t囲1筋所（露天・貸切とも入浴札制） 

○旅行代金表（1名傾／円川泊2日夕・朝食付）　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝5歳一小学生 

611－3131 （隙く有配） ����12130－1I3 

平日・休日 ��土曜・休前日 

宿 営 ”フ 三 1 �おとな ��4台 �11．000 ��11．200 ��1 �．500 
3台 ���12，300 ��1 �600 

2台 �12．100 ��13．400 ��1 �5．700 

ことも① ��2－4台 �7．700 ��8．700 ��10．300 

ことも② ���5．500 ��6．200 ��7．300 

謹 書… �おと1掌 ��4台 �21．800 ��22．000 ��24．300 

38 ���23．100 ��2 �5，400 

2台 �22．900 ��24．200 ��26．500 

ことも① ��2－4名 �13．100 ��14．100 ��15．700 

ことも② ���10．900 ��11．600 ��12，700 

＝羽田胴囲望、国患国璽　　　　　　855060‾（選） 
●■＿ ������ ������ � 

…　　　高ふ　一つ・望園長I鏑幅を重賞極量易属す掴讃閻閥鵜祇青義徳 
レヽLヾ �� ����� �� �� 

．．翠玉聖 、・ヽ ���諌塞回国‾、＼： 　‡ ������ �∴∴ I‾ ヾ �●∴患「‾8°00「 轟醸 LlOSO璽七二一 ���＼ ∵ 言∴ 

，田15‥00回11：00 囲ヨ和宣1賃書棚苦寒国〇〇百　㌔ 園田旬の食材を枝前が丹念に厳選した「会津郷土（：ィ、t・＼ 創作懐石」 園田献上米「コシヒカリ」を使った鴬沢和食 

部屋食 ��または食事処（指定できません朝食も同会場） �������囲男性1簡所・女性1日所 

囲鴻野上温泉駅より旅館の送迎あり霞遜り騒瞳田ヨ1倍所 ○旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】　※ことも①＝小学生ことも㊧i＝3康一小学生 

6I1－3／31 （隙く右記〉 ���8／1－31 �����10I15－11Ill ��7115・16 9／16・17 2IlO 

平日i �休日 �土曜・休前日 �平日・1 ��木目 �土曜・休前日 ��平日・休日 �土曜・休前日 

？置 き “フ 之 1 �おとな ��4台 �17，5 �oo �23．200 �1 �9．7 �Oo �25．400 ��21．800 �27．600 �25．700 
3名 �18．6 �00 �24，300 �20．8 ��Oo �26．500 ��22．900 �28．700 �26，800 

2台 �19．7 �Oo �25．400 �21．8 ��oo �27．600 ��24，000 �29．800 �27．900 

ことも① ��2－4台 �13，1 �00 �17．100 �14．6 ��00 �18．600 ��16．100 �20，100 �18．800 

ことも② ���9．30 �0 �12．200 �10．4 ��00 �13．300 ��11．500 �14．400 �13．400 

講 書言 �おとな ��4亀 �28－3 �Oo �34．000 �30．5 ��Oo �36．200 ��32，600 �38，400 �36．500 

33 �29．4 �00 �35．100 �31．6 ��00 �37．300 ��33．700 �39，500 �37．600 

2毛 �30．5 �oO �36．200 �32．6 ��00 �38．400 ��34．800 �40．600 �38．700 

ことも① ��2－4合 �18．5 �00 �22．500 �20．0 ��00 �24．000 ��21．500 �25．500 �24．200 

ことも② ���14．7 �00 �17．600 �15．8 ��00 �18．700 ��16．900 �19．800 �18．800 
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〃正賞15：00　回10：00

囲和宣iバス・トイレなしi
園アユの塩焼、煮魚、馬刺、鍋、手碑l鮫子（一例）

などの他、旬のものをお召し上がりいただきます

園和食
園鶏野上温泉駅から徒歩約10分　送迎あり電動

園田国回
書旅行代金表（1名機／円）【1泊2日夕・朝食付】

年Gの年さをちりげめた
心のこもったお精嚢で

単機をお待ちしています．

録灸マッサージも

ふれます．

※ことも①＝小学生　ことも②＝2歳一未就学児

611－3／31 �8111－14 

（隙く右配） �12／29－1／3 

雪 雲 1 �おとな �2・3名 �8．000 �9，200 1台 �9．100 �10．300 

ことも① �2・3亀 �5．600 �6．500 

ことも② ��4．000 �4．600 

琵 �おとな �2i3台 �18．800 �20．000 

13 �19．900 �21．100 

ことも① �2・3亀 �11．000 �11．900 

ことも（9 ��9．400 �10．000 

霊議題

6／1－3／31 ��　8／13－15 i12I30－1／3 

（拭く右磨〉 
平日・休日 �土曜i休前日 

雪 雲 1 �おとな �2－4亀 �8，000 �9， �200 
1亀 �9．100 �意電きし 

ことも① �2－43 �5．600 �6．500 

童讐 �おとな �2－4魯 �18．800 �20．000 
1名 �19．900 �営雷電し 

ことも① �2－4魯 �11．000 �11．900 

855110－（選）6…Bo241682623

－＿，＝　＿ ��三三三二二「 

L「、 　　l 

i ������」 

［圃］14：00　図10：00

囲和宣匪ス・トイレなしI
園田採れたての薪鮮な山菜や、きのこなどボ

リューム満点の季節料理です

盛圏和食
囲濃野上温泉駅から徒歩約15分　送迎あり国正田
※内風呂（3ヶ所）、露天風呂いづねも混浴ですが

貸切が可能です。
S旅行代金表（1名機／円）【1泊2日夕朝食付】

琵 �11、途∵享．： 
一 ㌧き相違‾：－ 

二　一一＿ 

：● 言募■〝き＿孟＿資離艦 

全ての虜飴が岱切
にできるので虫羨

連れにも人気です．

園園田
［ニ亜El筋所

※こども①二小学生　ことも＠＝岐定なし

611－3131 

宿 ラ フ と 1 �おとな �2・33 �9，100 

ことも① ��7．800 

葺き 彊 教主 �おとな �2・3合 �19，900 

ことも〈D ��13．200 

1葺● �、瀧聾一　　　　　　　　　　　銭1855080－（選） 

III �／／－〉二／丁子十、、＼－1日ゴ＼（Lii／了一寸∴中点＼1－二一一／月 ���：∴∴∴∴∴∴∴：∴∴∴∴∴ 

蓋輩室爵－1、 ＿－． ���溺燕‾五二 �　　　　　　小一．d 1、、主　　　塔 

L＿ ロ田15：000 ��囲10： �　　諾 00 �．・＿＝∴∴‾∴工＿ニ」ヽ ．一二三ミミ斐　－ 

輩聾葦匪却圏 回国四国田圃暖国男性1筋所・女性1倍所 
S旅行代金表（1名標／円）【1泊2日夕i朝食付】　　　　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝未就学児 

6俵認　　　i8′13－15 

平日・休日 �土曜i休前日　i12／31－1／3 

90 雪 雲 1 �おとな �2・3合 �9，100 �10．300 

18 �9．600 �10．900 

ことも① �2・3台 �6．400 �7，300 

ことも② ��4．600 �5．200 

董誓 書書 �おとな �2・3台 �19．900 �21．100 
1名 �20．400 �21．700 

ことも① �2・3名 �11，800 �12．700 

ことも② ��10．000 �10．600 

園丁、●‘‾‘ノ▲∵子〉‾　“‾i‾”i“レ’“窒 ���｝′ �i �55100－（選）㊨0241682408 
関で、 �庫 � 

II �子　ノ／ノ　ー／一理王 ���・∴：単票謹告ミ」［ �� 

琴－∴∴8ml �����用lT二手 �二〔里書棚 
車　　　　巳＿ �����事，罰・・∴● 

．、r �� �畷”” ���こ∴　景葵竃ニ　… 

菓 

認諾墨藍茎∴∴∴∴帝京織元上 髭慧請託迎あI，田畿叢、。一 国四国団園　田副薗新穀入浴札交換 ��������醒 

音旅行代金表（1名標／円 ����）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝未就学児 

8／11・13－16 �8／12 
平日・休日 �土柵・休前日 

宿 雪 ”フ 三 1 �おとな �3合 2台 �9．100 �9．800 ��10．400 �11．000 

1名 �10．700 �10．900 ��11．000 

ことも① �2・3台 �6．700 �7．200 ��7．700 �8，100 

ことも（② ��5．600 �5．700 ��5．700 �5．700 

謹 皇≡ �おとな �3舎 23 �19－900 �20．600 ��21．200 �21．800 1亀 �21．500 �21，700 ��21，800 

ことも（D �2i3台 �12，100 �12．600 ��13．100 �13．500 

ことも② ��11．000 �11，100 ��11，100 �11．100 

（　　　　ノ憂ク“ �����阻止 

三輪i �����　　＿－一一・「 　iSSSsiここ：：－ 壷i漢「事理王 

種！案■玉 � �（イメ �メ「 

臼田15：00　図10：00 ��� ��航。山蹄鯛壇　　　二］ 寝を丁年に具心こめ－ 
：陸≒和室パス・トイレなし 

園郷土料理と山菜、馬刺し、鮎の塩焼きな 11－13品の田舎料理 �����ど　　　て軸膿いたします �SSSSSS職場 ヽ－ヽ●一 四回田園※ことも∞＝臨なし 

圏ヨ和食 囲蕩野上温泉駅から徒歩約15分送迎あり日田 

6／1－3／31 

平日・休日 �土曜・体前日 

宿 ∋ フ ン 1 �おとな �2合 �9，100 �設定なし 

我 意3 �おとな �23 �19，900 �設定なし 



855130－（選）㊨0241682508

アン‾“員ii貢；一二ニ 

。－〃＿一一国垂雪国一　一 　〇〇°”“ヽ 

＿ji 

草案撫詫里．＿＿．即SSSSSS音羽棚 　　　　　　　　ー‾“「‾二一二二＿iE：；：」 

tO15：00　回田1000

囲和室1スなし・洗浄器トイレ付
国璽岩魚、山菜、野穀など真樹の仕入れからこ

だわった創作料理

霞田和食
囲嬬野上温泉駅から徒歩的15分送迎か）起因田

圃四国田園
○康行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】

24時同人いれる

源泉かけ流しの
文鎮温泉を
お楽しみ下さい。

［ニ荘園男性1筋所・女性1筒所

※ことも①＝小学生　ことも②＝未就学児

6／1－3／31 �8／10－13 

（除く右艇） �12／30－1／3 

雪 雲 1 �おとな �2－5台 �9．600 �10．900 1台 �10，700 �12．000 

ことも① �2－5合 �6，800 �7．700 

ことも② ��4．800 �5．500 

葺誓 書乏 〃lヱ �おとな �2－5名 �20，400 �21．700 
1毛 �21，500 �22．800 

こともくり �2－53 �12．200 �13，100 

ことも② ��10，200 �10．900 

「 �寵藷西野棚㈱登載酵湘隅田〇°i“’’’’’’1855150－（選）留置0241682945 

ei �皇L‾＼十三二 ∴∴ ��：∴「∴L∴一∴∴∴・ 

「・ 。 ���　rl i 　j∴∴∴∴ 

田惑え一泡8　．．′　田 
回15：00　回囲10： ���00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軍事－‘ 
囲和室匹証圃 
園田囲炉裏を囲んで会津の郷土料理をいただきます　　⑪含セらではのおも 

園田岩 国送 1人尿 �食　　　て＊し．料理と‘8温i‾ 諒謹議案瑞重囲∴SH譜紹器で龍一・、 国書国書園園田　1・脚 

鵜旅行代金表（1合板／円）【1泊2日夕i朝食付】　　　　　　　　　　　　　　　※こども①〉②＝設定なし 

6I1－3131 

宿 雪 ”フ ン 1 �あと慮 �2i3毛 �8，100 

1名 �9，200 

謹 皇三 重呈 �あと慮 �2・3合 �18，900 
1名 �20，000 

㊨ �キャッシュバックでお得！Ⅲ摘ま測蹴鞠 貸出し、返却時間8：30－17：30 

南会津町内にて食事、体験、お土産購入など5，000円以上（日帰り3，000円以上） 
の領収書、レシート提示（ガソリン代は対象外）にてレンタカー代金の30％キヤツ 
シユバックo　　　　　　　　　　　　（料金（誠込） 

クラス ��日り吊り �1；白2日 �1日延長 �ん。当日、 
S �ヴィッツ、フィット等 �5，500円 �11．000円 �5，500円 

A �カローラ、ティータ等 �7，500円 �15．000円 �7．500円 

WA �セレナ、ノア等 �18．000円 �32．000円 �14．000円 

※配車・返却受付は、会津田島駅。 
※取消料：2日前まで無料、前日まで50％、当日は1日分の料金。 
※車両の指定はできません。車両・対物事故補償制度加入、全車カーナビ付。 
※温泉入浴券は、貸出し期間中のご利用となります。 

isIRiUSコードiSクラス：855200iAクラス：855201iwAクラス：855202i 

（発手）TEL予約 

●旅行企画・実施みなみやま観光TEL：0120－91－5221FAX：024162－7788 

亨繭詞 
漢酋暮親雌I l猿渡号（野統 �大内宿へ便利な周遊バス「猿渡号」 成年月2日月日運’‾‘‾ 

嗣子朋面唯荘園i難諾謹諾謂護粁広田タクン‾ 

湯野上温泉駅発　9：00、10：00、10：40、11：20、　大内宿入口発10：20、11：00、12：25、13：25、 

（大内宿まで約20か12：05、13：05、14：05、15：05（濡野上温泉駅まで舵0分）14：25、※16：00 

圃VENUS船車券・ハイヤー〈6265〉広田タクシー（0242－75－2321）車種：中型コース：猿漉号 

iIi �∴主∵ヾ一：∴∴：∴ギ呈∴∴∴ �����∴∵：：∴∴∴∴∴「∴ 　∴∴∴∴ �∴一一∴一∴「一： ∴∴ 
〝i韓国腎？覆回書己空音漢音音音音容漢 

∵∵∴ ���ー＿＿＿－・一－－‾‾－ 　h �� �事夢 

；．L ii‘粛； ��� �．壷漢。二二ニー雪二一一・ 

ー � �播亨畢暑賢輩 　　ィ1葵喜一 
＿子らど‾1′丁，〃 ���三二避士＿、＿堅固塑」 � �一＿　耳重繁i照　‾ 

月掛の職匪飾、ものまが 　I ���画調 臼田14：00　図10：00 
囲和宣匹≡ニ三園 
園「じゃがいもの煮物」他、あったか御膳／宴会場 ���� �羅嵩畿諜　∴手 間で脚を‡遡れ打．，Il； 
園和食 　　●9　　　　　－ 
囲溝野上温泉駅から徒歩12分送迎あl電五日 ����葛賀”臆国書l∵Ⅶ嵩－ジ） 

［遍二国男憧1筋所・女性1讐新 田国田園 S旅行代金表（1名機／円）【1泊2日夕・朝食付）　※ことも①＝小学生ことも◎＝未就学児 

6／1－3I31 

平日i休日 ���土曜・休前日 

雪 雲 1 �おとな �2－6亀 �9．600 ���10 �．900 
こども① ��6．800 ��� �700 

ことも② ��4．800 ��� �500 

冨讐 �おとな �2－6名 �20，400 ���2 �．700 
ことも（D ��12．200 ���13 �00 

ことも② ��10．200 ���1 �．900 

「　　　　「 �整流議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855160－（選） 

○○ ��� 

／中三l “＿i‾日、＿i ��盤空室浮雲i理i黒子直－ゝ申出コこii講＝ 

：∴丁一子 ‾こ二伸 ���言、叩二割、夏子 　∴LS喜喜mlI∴ 堅固踊聞臨 
雛 、ll∵「’ 

〃015：00　回10： 
囲和室匹重工田 園岩魚の囲炉裏端臓や、旬の野菜に山の味覚　詑操聖を一二二∴二 

が色を添えます　　　　　　　　　　　　才筆4根と山の今が 

園和食　　　　　　　　　　　　　　　自性の東慶匂¢ 

請苗から車で約10分　蛙一一一一一一一一、‾‾へ‾‾脚 

S旅行代金表（1名横／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　　　　　　　　　※ことも①②＝薮定なし 

611－3131 

宿 雪 ”フ 三 1 �おとな �2・3台 �8，100 

掌巷 謹 皇乏 置き �おとな �2・3台 �18，900 

手配旅行 

会津下郷観光循環バス運行：4122－11119の土・日・祝日 
寡…瀦ヨ；；書記掘閉園四四日≡翻，i監事⊆登載i図書品髄ipg国璽用開園 

1日フリー乗車券　大人1，800円　こども900円 

国師→下郷→納棺→湖上澱→下郷→鴨回国下郷→金子牧場→下郷 

I器誌博器 ��（909：45 �� ��⑨12：24 �� ⑭ �1 �⑱11：16 ��⑭12：51 ��⑮14‘41 

田島駅 �10 �0 �ーI12 ���35 �－ ��下郷駅　　10．25il1．25i13．00i14．50 養鱒公園駅　10・36111・36i13・11115iOl 

10： �2 �ー112 ���37 �－ ��義農公田いこいの広場10・40）11i40i13・15日5・05 

10 �4 �ーi12 ���39 �－ ��金子牧場入口　　　10・48111・48i13・23115i13 

下郷駅 �10 �25 �11 �25i13 ��00 �14 �50 �観音沼森林公園　11。胡去躯同一1 金子牧場入口　I　　l 

大ケヤギ前 �10： �5 �11 �45 �13 �20 �15 �10 

大内下 �！10 �8 �11 �58 �13 �33 �15 �23 �　　　　　　ii　L ジイゴ撮学会　10・54111・54i13・29日5・19 

大内上（着） �11 �00 �12 �00l13 ��35 �15 �25 �登録公団駅　10：55111：55i13：3引15：20 下郷駅　　11・07112・07i13・42i15・32 

大内上（莞） �11 �20 �12 �10 �！13 �40 �15 �30 

大内下 �11 �20 �12 �10 �13 �40 �15 �30 � 

湯野上温泉駅 �11 �0 �12 �30 �14 �00 �15 �50 �［亘］は、観光鐙刷り（ス会津若松・白河線へ乗り換え連絡します。 

塔のへつり前 �11 �50 �12 �40 �14 �10 �－16 �00 

塔のへつり駅 �11 �50 �12 �4引14 ��10 �16 �00 �⑪－⑩下殊監護盟慧落すlI 
塔のへつり入口 �11 �51 �12 �41114 ��11 �16 �01 

中ノ沢観音入口 �11 �57 �12 �47日4 ��17 �16 �07 �9）、便コード（8300）、室内文（5000） 

下郷駅 �12： �3 �12 �53i14 ��23 �16 �13 

12 �23 �－ ��14 �43 �－ 

合同庁舎新旧照会青筋役所 �12： �5 �－ ��14 �45 �－ 

田島駅 �12： �8 �－ ��14 �48！－ 

uo教え教のi下意鴫（乗） （運〇万1gテき）1日青原（纂） �iくり �4 � 

〈②12：50 �� 

VENUS　船車券：会津乗合自動車（2995）、フリーパス（ 



オプショナルツアー　　　　会津田島発　新型特急リバティで一直結 ������ � � � � � � � � � �� � � 

亘空室≡車重ニ）「下郷・観音沼ライン号」 ������ �【出発日】 �音譜…88雪国 �漢 �，… �］8日 � �【旅刷 �代金】おひとり �）様　3 �� �瓢 �00円（大人・小人同額） 
人気の『大内宿』『塔のへつり』に加えて、 ������i雪 �前腕， �ススメスポッ � �i亜 �貸切 �躍！ �クン �で周遊す �する人 ��ー〃 �撮 �プフンですo（風食付） 

旅 行 行 程 書聖」 �会種田き原 � �重畳荘重■ �♯ lIまで �①初案＆軟コース（5月22日～7月17日、9月11日～11月12日） ����������� �濃Ht温泉珊∴緯赦 ㌧∴ 

く困I　塔ひっ。　奄聾 ��初夏の新線、秋は紅葉（見頃は10月中旬頃）が 美しい観音沼を訪れます。 

12：35発 【集合】 駅構内1F みなみやま観光 ��①②レストランウオーノ01－③コースのみ 会津名物のソースかソ井－∴ ��⑧霊コース（7月18日～8月20日） 岩のすき問から吹く冷たい風に感動！ 中山風穴をご案内。 ⑨初秋コ‾ス（8月21日～9月10日’豊里筆書＋ 辺り一面を白いそばの花が うめ尽くす光景は圧巻。 �����������i○○‾ 花の開 ���二軍0000000＿＿ニ ＼ 　〉 ・ll…訂大内宿到着で終了 花状況などによりコ－スを変更する協会があります。 

手打そば （D初秋コース 

カウンター ����猿楽台地のそ畑を糾しますeE玉葱 ���������・杢・議壷龍‾露． （訂遮一動 ��※左記行程はコースにより訪問順が異なりま五 　ISIRルSコード1879911i 

原動国電相田珊翻援潤閑語調嗣※取消料11日前まで無料、10－8日 ����　　　　　　　　　　　　　　　　（繁子）TEL予約 0％、7－2日前まで30％、前日40％、当日50％、旅行開始後100％　●旅行企画・実施みなみやま観光TEL：0120・91・5221 

∴∴ ＼ヽ ＿＿＿」∴∴千一 � �ニー7∴i：　　　葺 ��菓京スカイツ �富 �東武鉄道SL復活運転プロジェク 胴駆回高閣回殴1糊 

嗣案憾馴副隣一蹴闘　　国劇晴閉　　　　　　患糞　＿． 

＿番田－）il i“〝、■い一書 　　∴l∴ �【ⅢEⅢ （ � �一：」，－ �一。／　　　　　？∩ �○ �8日1∩RST『朝一椿聞デド1－ 

賀、曝 、」∴ � �遜覆 � �≡…i＝ 歴史 ′ �鬼怒Iii ＿一因患〈 lを† �教練▲〃Egm謁〝約1麟撮議書喜教書…，〃〇°○語腫誹矧漢緬関田扮 　んできた豊かなi二i然が共存するi≡i光・児怒／iiエlノア。沿線地域の 東武鉄道は、この地域とともに歩んでまいりました。 

雪嚢∴∴こ．＿ � � �く．一・ �悶臆888臨遡＿一． �nSS幡＿ �威少や社会棚進の変化簿によって、地方別／印こ1両ナた動きが進むなカ 

斗　一・一＿ご � � � �監〔∴∴∴∴∴離艦といっ �鉄道会ネ �祉ならではの事業に挑戦することにより、地域と手を取り合い、日光・鬼恕 

＿∴ � ���　　　11‾　後席 ．∴＋ �光 �1日こよる地域清聴化に貝献していきたいと想っておりまづ。 

本旅行条件雷は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明害面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1．募集型企画旅行契約　この旅行（よ東武トップツアーズ株式会社〕（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」といいます）を締結
することになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容、本旅行条件書、確定書面（最終日程
表）ならびに当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

2．お申込み　所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の20％以上（最低3．000円）から閥テ代金まで
の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金また（：鯛遊肖科の一部または全部として取扱います。

3．旅行契約成立の時期　お客様との旅行契約については、①当社または②旅行業法で規定された受託旅行業社
（以下①⑧を併せて「当社ら」といいます）が旅行契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理した時に成立するもの
とします。

4お客様による旅行契約の解除　お客様は、いつでも次に定める取消料を当社らに支払って旅行契約を解除する
ことができます。なお、旅行契約の解除期日とは当社らの営業日営業時間内に解除する旨をお申し出いただい
た時を基準とします。営業時間外に到着した解除の連絡は翌営業日に到着したものとして取扱います。またお客
様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合、また、申込人数から一部の人数を取消される場合
も、取消料の対象となります。旅行開始日とは、集合時刻または最初のサービスの提供を受ける日が属する日の
午前0時になります。
＊レールプラン・宿泊プラン（8／10－16．12／30－1／4泊）の場合　※旅行開始日とは、当日の午前0時になります。

旅行開姐日の同日から起篇してさかのぼって

＊宿泊プラン（上記日程以外）の場合

旅行契約の 解除隔日 � ���旅行開娼日 　当白 �無連絡不参加 
6日目まで �5・－4日目 �3日昌一前日 

取消料 �無料 � �12。％ �50％ �100％ 

5．最少催行人員　この旅行の最少催行人員は2名です。（一都l名）

・お申し込み・お問い合せは唾棄武トヅプツアヰ各支店または

ぺ棄武トガンアズWEB販売センター℡03”5843°9600
営業時間　平日10：30－19：00／土・日・祝日10：30－18：00　総合旅行業務取扱管理者　末光千代

一缶BU棄武トップツア「ズ株式会社
6′0up

10450055（DeI

観光庁長官登録旅行業第38号

〒131°0045　東京都墨田区押上1－1－2
東京スカイツリーイーストタワー

㊤肯繊篠協会正会員の珊針◎諸寵
東武トップツアースのホームページ
http：／／tobutoptours．jp／または東武トップツアーズで園恭

6旅程管理業務　この旅行は、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券類をご出発前にお渡
しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。また、悪天候等
によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替えサービスの手配および必要な手続きは、
お客様自身で行っていただきます。

7．旅行条件・旅行代金の基準日　この旅行条件は平成29年4月1日を基準日としています。
8通信契約により旅行契約の締結を宿望されるお客様との旅行条件　当社らは、当社らが提携するクレジットカー

ド会社（以下「提携会社」といいます）のカード会員（以下「会員」といいます）との間で、電話、郵便、ファクシミリ、
その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行
契約の旅行条件」とは一部が異なります。以下に異なる点のみご案内いたします。

（「）本項でいう「カード利用日」と（ま、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払い戻し債務
を履行すべき日をいいます。

（2）申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」「旅行開始日」等に加え、「会員番号（クレ
ジットカード番号）」「カード有効期限」等を、当社らにお申し出いただきます。

（3）通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾す
る旨の通知をEメール、ファクシミリ、留守番電話等で行なう場合は、その通知が会員に到達した時に成立する
ものとします。

（4）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、この旅行条件雪に定め
る取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが、別途指定する期日までに現金による旅行代金のお
支払いをいただく場合はこの限りではありません。

（5）当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして、「パンフレットに記載する金額の旅行
代金」、文は「この旅行条件害に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契
約成立日」とします。また、取消科のカード利用日は、「契約解除のお申し出のあった日」とします。ただし、契約能
除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後であった場合iよ当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を
解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。

9個人情報の取扱いについて　お客様との問の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただ
いた旅行において運送、宿泊機関、手配代行者等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のた
めの手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。また、「アンケート」のお願い、「キャンペーンのご案内」、
その他のDM等の発送にも利用させていただく場合がありますので予めご了承ください。

陸がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客様などお客様の状況によって（よ当初の手配内容に含まれ
ていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。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、必ず事前にお申し出ください。

●お申込み・お問い合わせは輯謂認繋識謀議繋轄藷諜蒜攫攫籠諒績評

宿泊プランFEEL－M（OP－J） 設定箇所9／注文コード724444／東国企17－076

無断複製・転載を禁じます


