し、
それだけではもったいない！
そんな声にお答えするライフス

八幡平市
岩手町

葛巻町

タイルツアーです。1泊2日で
盛岡とその近郊8市町の魅力

滝沢市

をじっくり味わってみませんか。

盛岡市

雫石町

「 盛岡広域圏での暮らし」に

矢巾町

興味のある方必見です。

紫波町

全 体コ
ー
今 回 は スでは
こ
2 市 町 が ちらの
メイン！

日目

募集人員 15名様（最少催行人員5名様）

2/23（日）

わしの尾蔵開き
A ワカサギ釣り＆アツアツピザづくり、

旅行代金 19,000 円 （東京発着）

（

＊仙台発着の場合は3,000円引きとなります。
＊ご希望の新幹線が満席の場合は自由席となることがあります。

添 乗 員 盛岡より同行
泊 ホテルパールシティ盛岡または同等クラス（ツインまたはシングル）

八幡平スキー場ゲレンデコース（

B

盛岡広域8市町フリーコース

C

お申込み〜ご出発まで

●自由にプランニングしてお好きな8市町へ！
＊訪問先のご相談、
レンタカー等の手配も承ります（経費実費）

＊ただし応募者多数の場合は抽選し、
概ね一か月前までに決定します。

ホームページ予約専用フォーム：www.travel-link.jp から24時間受付
❷所定のアンケートにおこたえいただきます
❸参加確定の連絡後、お申込み金4,000円または
ご旅行代金19,000円をご入金ください（予約完了）

夕方 ［盛岡駅周辺にて］ ●まとめタイム･アンケート等
17:30頃 盛岡駅解散 着

東北新幹線

❶お電話またはトラベル･リンクホームページ予約専用フォームから承ります
電話：トラベル･リンク 019 - 658-8644（受付 平日 10:00 -17:30）

）8：00発

●岩手の冬を楽しむならやっぱり雪のアクティビティ！
スキーorスノーボード 楽しんだあとは温泉入浴もおススメ
＊各種レンタル料・入浴料各自負担／リフト券つき

（シングル朝食付き）
・オプション：ホテル前泊・後泊追加の場合追加料8,000円から
・ツアー終了後はアンケートにおこたえいただきます。

受付 12/ 20（ 金）10：00 から

）7：30発

●本州一寒い薮川の岩洞湖ワカサギ釣り体験！
●安倶里まほら岩手アツアツピザと雪体験
●わしの尾酒蔵 蔵開き見学
●温泉入浴（ 入浴料各自負担）
＊防水防寒長靴･手袋貸出あり
（無料）

＊お子様の旅行代金はお問合せください。

そ の 他

盛岡市内宿泊

「 A・B・C
」の
チョイスで 中から
きます！
午前 ホテルにて朝食〜チェックアウト

（旅行代金に含まれるもの:東京-盛岡間往復新幹線、
行程内のバス代、
食事:朝1昼1夕1［Ⓐコース朝1昼2夕1］、
宿泊代）

宿

東京駅 発
例 2/22
（土）
［はやぶさ11号］東京駅9：36→盛岡駅11：47
盛岡駅 着
（木）or21日
（金）or22日
（土）〉
➡ 盛岡入りの日程について選べます〈20日

昼
●盛岡冷麺の昼食
午後 ●「盛岡という星で」冬の盛岡まち歩き
紺屋町散策（ござ九･釜定･岩手銀行赤レンガ館・駄菓子店・醤油店など）
●まちなかフリータイム
桜山神社周辺、喫茶店めぐり、雑貨･レコード･
書店めぐりなど、
ご自由にお過ごしください。
［チェックイン］宿泊／ホテルパールシティ盛岡または同等クラス
夕方 ●盛岡広域暮らしセミナー（ジョブカフェいわて）
夜
●夕食交流会 菜園マイクロブルワリー
シメのじゃじゃ麺もどうぞ！
2

＊現在県外にお住まいの方で、盛岡広域圏での暮らしを考えている方 ＊お子様のご参加も可能です

行程

2/22（土）

東北新幹線

2日目は
自由に
選べる！

盛岡の魅力はもう知っている

1

日目

盛 岡だけじゃ、もったいない ！
盛 岡広域８市町
ラ イフスタイルツアー／冬編

❹残金お支払い・遅くとも5日前までに最終案内をお送りします
❺ご旅行当日 受付〜ご出発！

盛岡駅 発（希望する時間に出発）
例 2/23
（日）
［はやぶさ32号］盛岡駅17：50→東京駅20：04
例 2/23
（日）
［はやぶさ34号］盛岡駅18：15→東京駅20：32
東京駅 着
➡ 帰着日程について選べます〈23日（日）or24日（月）or25日（火）〉

＊交通状況や天候等により行程の一部が変更となる場合がございます。

ご 旅 行 条 件 書︵ 抜 粋 ︶

お申込みの際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書
（全文）
をお受け取りいただき、必ず内容を事前にご確認のうえお申込みください。
１．
募集型企画旅行契約：
リアス観光(株)
（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。又、契約の内
容・条件は、募集広告
（パンフレット等）
の各コースに記載されている条件のほか、下記条件、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うえ、
お一人様につき下記のお申込金を添えてお申込みただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
またお客様が旅行の参加に際
し、特別な配慮を必要とする場合には、
お申込みの際にお申し出ください。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通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。
＊お申込金：旅行代金の20%〜全額
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かかわらず、当社が契約の承諾を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時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および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。
（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）
当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面に記載いたします。
＊最少催行人員に満たない場合は、旅行の実施を取りやめる場合があります。
この場合は旅
行開始日の13日前までにご連絡いたします。
＊基準期日 この旅行条件書は令和元年12月10日現在を基準としています。
＊写真は全てイメージです。◆利用バス会社◆リアス観光

出発日の前日から起算してさかのぼって

取消日

20日前〜 8日前

７日前〜２日前

20％

30％

取消料率

旅行開始日の前日

当日
（旅行開始前）

旅行開始後
及び無連絡不参加

40％

50％

100％

＊お客様へ 個人情報の取扱について 当社は旅行申込みの際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報
（氏名・住所・電話番号など）
について、
お客様との連絡、
お申込みいただい
たご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配の為の手続きに必要な範囲で利用させていただきます。
＊バス乗車中はシートベルト着用をお願いいたします

リアス観光 (株)

旅行企画・実施：

岩手県知事登録旅行業2- 98号
（一社）全国旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 大久保誠
岩手県岩手郡雫石町高前田52-2

事業企画：

盛岡市

都市戦略室

トラベル・リンク (株)

受託販売：

総合旅行業務取扱管理者
とはお客様の旅行を取扱

岩手県知事登録旅行業第3 -227号
う会社の取引の責任者で
（一社）
全国旅行業協会正会員
す。当旅 行 契 約に関し担
当者からの説明にご不明
総合旅行業務取扱管理者 北田公子
な点がございましたら遠
岩手県盛岡市開運橋通2-23メイプル中央ビル開運橋3F
慮なくお申し出ください。
:
:
（営業時間 平日10 00-17 30）
TEL 019-658-8644 FAX019-658-8262 morioka@travel-link.jp

www.travel-link.jp

出発日が選べるオーダーメイド型もあります。詳しくはHPへ

instagram

Facebook

planet_morioka

盛岡という星で

WEB planetmorioka.jp

