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１．募集型企画旅行契約
IGRいわて銀河鉄道㈱銀河鉄道観光（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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を締結することになります。 また、契約の内容条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記
載されている条件のほか、下記の条件、
最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。
２．旅行の申込み
(1)申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行

代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いいたします。またお客様が旅行の参加に際し、特別な
記載を必要とする場合には、お申込みのときお申し出ください。可能な範囲で当社はこれに応じます。

(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリおよび、その他の通信手段によるお申込みを受け付けます。この場合予約の時点で
は契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を承知した翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していた
だきます。

３．契約の成立と契約書面の交付
(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)通信契約は前項の規定に関わらず当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。 ただし、契約
締結を承諾する旨をe‐mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(3)当社は契約の成立後、旅行日程・旅行サービスの内容・その他の旅行条件、当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契
約書面」といいます）をお渡しいたします。なお、当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の 一部といたします。

当社が手配した旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載いたします。
４．申し込み条件

２０歳未満の方の単独でのお申込みには、父母または親権者の方の同意書が必要です。
５．確定書面（最終日程表）の交付

当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関 及び表示上

重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で契約書面の交付をいたします。その場合、旅行開始日の前日（旅行開始日の８日
前以降のお申込みに関しては旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した書面（以下「確定書面」といいます）をお渡しいたし
ます。
６．旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の１５日前までにお支払いください。
■旅行代金に含まれるもの
・旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（特記事項がない限り列車は普通指定、航空機はエコノミークラス）、宿泊費、

食事代、旅行取扱料金及び消費税等の諸税。
・添乗員が同行するコースにおいては、添乗員経費・団体行動に必要な心付を含みます。
※上記の諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
・旅行日程に明示されていない交通費・食事代等の諸費用及び個人的費用。

旅行開始前

お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、既
に収受している旅行代金または申込金から所定の取消料を差し引いた金額を払い戻しいたします。申込金で取消料がまかなえない
場合は、その差額を申し受けます。

なお、下記の表で言う取消日とは、お客様が当社および旅行業法で規定された「委託営業所」（以下「当社」といいます）のそれぞれ
の営業日、営業時間内に取り消しする旨をお申し出いただいた時を基準といたします。

国内旅行 取消日区分

取消料(おひとり)
宿泊付旅行

日帰り旅行国内旅行
(バス旅行を除く) バス旅行

旅行開始日の前
日から起算して
さかのぼって

20日目～15日目 20% ― ―
14日目～11日目 20% 20% ―
10日目～8日目 20% 20% 20%
7日目～2日目 30%

旅行開始日の
前日 40%

当日の集合時間まで 50%
旅行開始後の取消または無連絡不参加 100%

旅行代金 ３万円未満
３万円以上
６万円未満

６万円以上
１０万円未満

１０万円以上
１５万円未満

１５万円以上

お申込金
６，０００円～
旅行代金まで

１２，０００円～
旅行代金まで

２０，０００円～
旅行代金まで

３０，０００円～
旅行代金まで

代金の２０％～
旅行代金まで

当社は次に揚げる場合において旅行開始前に国内募集型企画旅行契約を解除することがあります。最少催行人員に満たないときに
は旅行の実施を取りやめることがあります。この場合、旅行開始日の１４日前（日帰り旅行は４日前）までにご連絡の上、当社で収受し
ている旅行代金の全額を返金し旅行契約を解除いたします。

パンフレットに添乗員同行と表示のあるものは添乗員が同行いたします。現地添乗員同行と表示のあるものは現地到着時より現地出
発まで同行いたしますが、現地集合場所まで及び解散場所からの行程については同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの
提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
※集合場所では係員が受付や出発のご案内をいたします。
※添乗員の業務時間は原則として８時から２０時までといたします。

当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」といいます）では、旅行をお申込みの際にご提出いただいた個
人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のためにご利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等
に提供いたします。
この旅行条件は、平成２８年１２月１日を基準としています。

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則としてサービス料および消費税等の諸
税が課せられますので予めご了承ください。

募集型企画旅行 ご旅行条件 (抜粋) ※ お申込の前にご一読ください。

★ 添乗員： 全行程同行 ★ 食事： 朝 × 昼 ○ 夕 × （凡例） +++ 鉄道 === 貸切バス

★ 利用バス会社： 【北リアス線コース】 ラビット観光または同等 【南リアス線コース】 東日本交通または同等

申込締切：３月６日（月）

盛岡駅(7:32発) +++ (IGRいわて銀河鉄道・各駅乗車可) +++ 一戸駅 === 洋野町種市地区「うに栽培センター」=== 【2016年4月営業再開】地下水族館「もぐらんぴあ」

=== 道の駅くじ === 久慈駅 +++ 【三陸鉄道「震災学習列車」】+++ 田野畑駅(15:30頃着) === 島越駅(車窓) === 岩泉小本駅(16:10頃着)=== 盛岡駅西口(18:40頃着)

一定方向に、3日間乗り降り自由！
北岩手を満喫しよう♪

おとな：¥4,980 こども：¥2,490

【こどもに関して】 （小人・小学生 幼児3歳以上小学生未満 乳児0～3歳未満） 1. 小人はおとな同額となります。 2. 幼児・乳児は無料で

す。ただし食事・バス及び車両お座席のご用意はございません。 【途中離団に関して】 1. 北リアス線コースは「岩泉小本駅」（三陸鉄道宮

古方面接続）・南リアス線コースは「釜石駅」「宮古駅（離団希望があった場合のみ）」（JR釜石線・三陸鉄道久慈方面接続）を経由いたしま

す。 2. 途中離団される場合でも差額のご返金はございません。また、離団された後の交通費等は含まれておりません。 【バスのご案内】

1. 観光バス（バスガイドなし）利用となります。催行人員に応じ、バスの大きさは異なります。 2. お座席は弊社にて指定させていただきます。

【三陸鉄道「震災学習列車」のご案内】 1.座席は自由席となります。 2. 14:46頃に黙とうを行います。ご協力をお願いいたします。 3. メディ

ア等の取材が入る場合がございます。予めご了承ください。4. 記念乗車証を差し上げます。 【その他のごあんない】 1. 運輸機関のスケ

ジュール変更・天候状況・交通規制・現地道路状況等により、出発・到着時間、行程が変更になる場合があります。また、当日の式典等イ

ベントや現地工事進捗状況等により、案内場所の変更がある場合がございます。 2. 掲載写真はすべてイメージです。

各コース25名
(募集人員：
各コース40名)

陸中野田～野田玉川
（被災区間）

２０１２年４月撮影

【お問い合わせはこちらまで】

２００円 ４００円 ５００円 ９００円 １,０００円

青山 厨川 巣子 滝沢 渋民 好摩 岩手川口 いわて沼宮内 御堂 奥中山高原

金田一温泉 目時

１,５００円 ２,０００円

小繋 小鳥谷 一戸 二戸 斗米

盛岡駅⇔ＩＧＲ各駅発着 追加差額料金(往復・おとなお一人様・こどもは下記の半額)
※ 北リアス線コースは復路のみ・下記代金の半額（１０円未満切り上げ）

盛岡市内・三陸地域等の前泊・後泊のお申込も承り
ます（別料金）。お気軽にお問い合わせください。

きたいわてぐるっとパス

※ 北リアス線コースご参加で、
3月11日を含む有効期間の「きた
いわてぐるっとパス」を、ツアーお
申込時ご購入の方に限り、
① 左記IGR利用追加差額なし
② 旅行代金より¥500引き
にてご案内いたします。
※ 震災学習列車は特別運行のため、
区間差額のご返金はございません。

IGR
JRバス東北
三陸鉄道

岩手県北バス

東日本大震災から６年。変わったもの。変わらないもの。これからもずっと、語り継がれていくもの。

三陸鉄道・特別運行「震災学習列車」で行く

い ま

日帰り・盛岡駅発着
全２コース

北リアス線コース ～復活へ一歩一歩動き出す、北の海の光景。～

南リアス線コース ～未来を見据えた、復興への軌跡。～

盛岡駅西口(8:00発) === 産直ともちゃん ===  陸前高田市「旧道の駅高田松原」「東日本大震災追悼施設」「奇跡の一本松」=== 気仙大工左官伝承館・希望の灯り ===

=== 盛駅 +++ 【三陸鉄道「震災学習列車」】+++ 釜石駅(15:25頃着) === 山田町・共同店舗棟「オール」 === 宮古駅(17:40頃着) === 盛岡駅西口(19:40頃着)

陸中野田～野田玉川
２０１２年４月撮影

吉浜～三陸
２０１3年４月撮影

【北リアス線コース】① 一戸駅よりご参加の方：9,480円 ② IGR乗車代は往路分

のみ含まれております。乗車駅による差額はございません。

※ 途中離団の方が不在の場合、宮古駅は立寄りません。


