
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TIME SCHEDULE PLOGRAM 

事前 or 当日夕刻まで ご出発前受付 トラベル・リンク（大通 3）にて受付手続き いわて応援クーポンお渡し 

午後～夕刻 

 

ご出発～散策 徒歩にてまち散策などしながらさわや書店（大通２）へ 

旅本 
セレクトタイム 

◆さわや書店 テーマは「旅」！書店員おすすめの「旅本」からお一人様

1 冊をお選びいただけます♪         詳細は裏面をご覧ください 

市内散策タイム 旅本片手に散策もどうぞ 

夜【ご予約時間】 🍴🍺ご夕食 
エクセレント 
旅ディナー タイム 
☆ツアー申込み時に空き

状況を確認の上、事前予

約となります 

★CHATONS シャトン  

□18:00～ ★Nuef du Pape ヌッフデュパプ 

□18:30～ ★イタリアンレストラン otto おっと 

 □19:00～ ★TregionRELIER ルリエ 

夜（お店出発から 

 1 時間） 

 タクシーの延長 

利用はできません 

タクシー１時間貸切 
夜の初詣 or夜景
見学タイム 
 

🚘盛岡の夜をお楽しみください  

盛岡八幡宮または岩山展望台がオススメ 

立寄先滞在時間は 15～20 分程度が目安です 

盛岡市内  到着 ご自宅やご宿泊先へ 注）盛岡市郊外で、回送時間が長い場合は対象外です 

 

 
【旅行企画実施】ト ラ ベ ル ･リ ン ク ㈱    【 企画協力 】 CHATONS/Nuef du Pape/otto/TregionRELIER 

【 後 援 】 盛  岡  市          さわや書店/ヒノヤタクシー/盛岡マイクロツーリズム研究会 

 

 

｢平日お仕事 帰り ｣も OK！の  
いわて旅 応援プ ロジェク ト  

第 2 弾対象 企画  

出発日 令和 4 年 1 月 5 日(水)～1 月 31 日(月)  

さわや書店セレクト 
お好きな 旅 本 
～小説・エッセイなど 

多彩に用意しました～ 

 

いわて応援クーポン 
2000円分 

異国の香り漂う 盛岡 市内 

エクセレント旅ディナー 
地域食材を活かしたメニュー 

が嬉しい４つの人気店！ 

タクシー1 時間  

貸切ﾌﾟﾗﾝ 
＼「夜の初詣」など／ 

盛岡市内送迎 OK 

り 

＊岩手県内にお住まいの方向けが対 象です♪ 

販売予定数に達し次第終了 

 

申込人数 
1 名様あたり 
お支払い実額 旅行代金 割引額 

4 名様 5000 円 10000 円 5000 円 

3 名様 5300 10300 5000 

2 名様 5500 10500 5000 

 

【お支払い実額】お一人様 5,000 円（ご旅行代金 10000 円-割引額 5000 円／4 名様申込時） 

盛岡市内ディナープラン（２ドリンクつき）・書籍代・小型貸切タクシー1 時間貸切利用含む 

  添乗員やガイドは同行しません  

【いわて応援クーポン】 2,000 円分付き 

当日から 10 日間･期限内で飲食やお買い物に利用 OK 

【最少催行人員・定員】1 グループ 2 名様から受付 

出発 5 日前までにお申し込みください 

【行程】◎天候や交通事情により内容が変わる場合があります 

旅ディナーとは 盛岡にいながら、異国 

のような旅気分が味わえるお店でご夕食を。 

応援クーポンご利用で、 

追加料理やドリンクも。 

詳細は裏面をどうぞ♪ 

 
参加者様全員に進呈！ 

盛岡台湾Happy 

カレンダー 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）をお渡ししますので、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：当ツアーはトラベル・リンク株式会社（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

一人様につき旅行代金の 20%～旅行代金全額の申込み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日以内に申込金(旅行代金の 20％～旅行代金まで)をお支払いしていただきます。 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。    

＊この旅行条件書は令和 3年 12月 24日現在を基準としています。  ＊掲載の写真はすべてイメージです。             ツアー掲載 HP 

【募集型企画旅行実施可能区域】盛岡市 滝沢市 八幡平市 雫石町 岩手町 葛巻町 矢巾町 紫波町 花巻市  宮古市  岩泉町                      

【取消料】取消日 
旅行開始日の前日から起算して 旅行開始日の 旅行開始後又は 

無連絡不参加 10 日前〜8 日前 7 日前〜2 日前 前日 当日 開始前 

取消料(旅行代金の) 20% 30% 40% 50% 100% 

 

旅行条件（抜粋） 

① 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お申し込みください 
（受付後、当社よりご連絡いたします）出発日とご希望のお店・予約時間を伺います 

18：00／18：30／19：00  ★お申し込みは出発日の前日から起算して 5 日前まで  

② お申込金(旅行代金の 20%)又はご旅行代金を 3 日以内にご入金ください【予約完了】                                            

③ いわて旅応援プロジェクトの諸手続き（詳しくはお申込み時に確認ください）を事前に行い、ご出発。 

*当ツアーは新型コロナウィルス感染症拡大防止策を講じて実施いたします。ただし、感染急拡大などにより、ツアー実施を見合わせる場合があります。詳細はトラベル・リンク HP をご覧ください ｡ 

お
申
込
方
法 

旅行企画実施 

岩手県知事登録旅行業第 3-227 号 (一社)全国旅行業協会正会員  

トラベル・リンク(株) 019-658-8644 
岩手県盛岡市大通 3 丁目 2－2 第 6 大通ビル 4F/平日 10:00～17:30 
mail:morioka@travel-link.jp / HP:www.travel-link.jp 
総合旅行業務取扱管理者 北田公子 

１．この旅⾏は「いわて旅応援プロジェクト」の⽀援対象です。２．旅⾏代⾦
10,000 円～10,500 円から「いわて旅応援プロジェクト」よる日帰り旅⾏割引を引い

た⾦額が、お客様のお⽀払い実額となります。別途、「いわて応援クーポン」がお
一人様あたり 2,000 円分付与されます。３．⽀援⾦の受領について：国からの⽀援
⾦はお客様に対して⽀給されます。当社は、⽀援⾦をお客様に代わって受領（代理

受領）致しますので、お客様は、旅⾏代⾦に対する⽀援⾦を差し引いた「お⽀払い
実額」をお⽀払いいただきます。なお、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ます。お客様は、当社による代理受領について、ご了承のう

えお申込みください。 

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う会社の取引
の責任者です。当旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な
点がございましたら遠慮なくお申し出ください。 

イタリアンレストラン otto/おっと（大通） 

Nuef du Pape/ヌッフデュパプ（大通・映画館通）

Tohoku Brasserie TREGION RELIER 

東北ブラッスリー トレジオン       （駅前･開運橋）  

CHATONS/シャトン（内丸・大手先） 

 

＊お渡し場所：さわや書店（大通） 

ルリエ 

～盛岡ナイトツアー～ 選べる 4つのエクセレント旅ディナー 各店紹介  

 

都内一号店開設時か
ら、一貫して東北食材
を活かしたお店づくりを
展開するトレジオン。
2021 年 10 月ダイワロ
イネットホテル盛岡駅前
内にカジュアルフレンチ
店をオープン。開運橋を
眺めながら食事が楽し
める盛岡の新スポット。 

欧州で研鑽を積んだ松
橋ひらくエグゼクティブシ
ェフがおりなす料理は、
旅情に溢れ、盛岡にい
ることすら忘れさせる作
品。岩手の海・山の幸
に伊東ボスおすすめのワ
イン・ビールをマリアージ
ュして、とことんヌッフの世
界をお楽しみください。 

地元を愛し、地産地消
にこだわる“イワテリアン”
シャトン。下ごしらえから
仕上げまで県内食材を
丁寧に扱い、訪れる人
を笑顔にします。大手
先の一角に佇む、落ち
着いた雰囲気のお店で
ゆっくり味わい、大切な
時をお過ごしください。 

街なかにありながら、開
放感のある店構えで、
女性にも人気の otto
は気軽にイタリアンを楽
しめるお店です。いわて
短角牛をはじめとしたお
肉料理や旬の食材をふ
んだんに取り入れた、三
井喜晶シェフの一皿一
皿をぜひ堪能ください。 

空き状況は予約時にお知らせします。ツアー設定期間で店舗が定休日や休業日にあたる場合や満席の場合は、予約できませんので、予めご了承ください。 

「旅」の気分を盛り上げる、盛岡らしいアイテムとし
て「旅本」をさわや書店店員がセレクト。ツアー参
加者にお一人一冊進呈します。エッセイや小説を
はじめ、普段あまり本になじみのないも気軽に手
に取りやすい様々なジャンルをそろえました！ 

当ツアーは岩手県にお住ま
いの方向け商品です。ツアー
出発前に、居住地記載の身分
証明書・ワクチン接種済証明
書または検査結果通知書・陰
性証明などを確認します。 


