
白鷹べにばな祭りは、毎年黄橙の紅花が鮮やかに咲く見ごろの初夏に合わせて開催されているお祭りです。染料として使用される紅花の

生産量が日本一を誇る白鷹町の紅花はシラタカ・レッドと呼ばれ、開催中は滝野交流会館、萩野大日堂、十王八卦地区、山細紅の里の何

カ所かにおいて、紅花摘み体験や、染め物体験、本紅し体験、フラワーアレンジメント、紅花入りアロマオイルでハンドマッサージなど

数多くの体験イベントが催され、紅花の魅力をたっぷりと堪能できます。鑑賞後は、フラワー長井線に乗車し、車窓をお楽しみください。

宮内駅降車後うさぎ駅長の「もっちい」が皆様をお出迎えします。 

※今年はコロナウイルスの影響によりべにばな祭り及び体験イベントは中止となり、自由鑑賞のみとなっております。 
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事
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・コースの集合時間は出発時間の 15分前となります。 

・途中 1時間 30分程度に 1回トイレ休憩をとり運行致します。 

・スケジュールは道路状況により変更となる場合があり、また帰着地への到着が遅れる場合がございます。 

・集合時間は厳守でお願い致します。止むを得ない理由で遅れ、途中参加となる場合のツアー内容保証は出来ません。ご了承ください。 

・万が一帰着が遅れ、タクシー利用あるいは宿泊が利用となる場合でも請求には応じられません。 

・天候や混雑などで滞在時間が短縮、又中止となる場合もございます。 

・バスにトイレはついておりません。 

・ペットを連れてのご参加はご遠慮ください。 

・バスの座席は当社にて決めさせて頂きます。お座席のご要望、アレルギーのご要望に添えない場合がございます。ご説明の上、事前にお断りさせて頂く可能性もございます。 

・緊急時等は添乗員と相席になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。 

・お忘れ物の保管期間は、ご旅行終了後 2週間とさせていただきます。ただし生物などの食料品や保存が難しい物品につきましては即処分いたします。あらかじめご了承下さい。 

・催行人数 15名に満たない場合及び災害・事故など不可抗力で運行不能の場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって 3日前に当たる日までに施行の変更、又は中止をお願

いすることがあります。 

・旅行にあたって当別な配慮必要な場合は、ツアーお問合せ先からお申し出ください。（ツアーの催行に支障がない範囲でお受け致しますが、内容によってはご要望に添えない場合

があります。また、対応に要する費用は旅行代金とは別にお客様にご負担いただきます。 

・写真はイメージです。べにばなの生育状況により開催場所の変更がある可能性がございます。あらかじめご了承ください。 

行程表 ツアー概要 

▶旅行日程 7月 10日(土） 

▶募集人員 20名様（最少催行人員 15名） 

▶出発場所 仙台駅東口観光バス乗降場 

▶旅行代金 おひとり おとな 7，800円 

               こども 7，000円 
      （貸切バス代/有料道路料金/入場料/昼食代/添乗員代/保険代） 

▶添 乗 員 同行 

07：45 仙台駅東口観光バス乗降場集合 

08：00 仙台駅東口観光バス乗降出発 

10：00 白鷹町べにばな祭り会場到着 

      到着後散策 

12：00 昼食（あゆ茶屋にて昼食） 

13：24 長井線荒砥駅乗車 

14：11 宮内駅降車 

14：45 宮内駅出発 

15：30 ぐっと山形到着、到着後お買い物 

16：30 ぐっと山形出発 

18：00 仙台駅東口到着  到着後解散 
・マスク 

・歩きやすい履物でお越しください 

持ち物 

日本一の規模のヤナを持つ白鷹町はお祭りが

開催されるほど鮎がたくさん獲れます。 

名産の美味しい鮎を昼食にご用意☆ 

出発日７月１０日（土） 

旅行代金おひとり  

おとな ７, ８００円（税込） 

こども ７，０００円（税込） 
(貸切バス・仙台発着・昼食 1 回・添乗員同行） 

【旅行当日の参加者への感染予防対策について】 
①マスク着用でのご参加をお願い致します。 

②旅行当日の集合時に健康チェックを致します。 

 ・検温を実施致します。（37.5 度以上の発熱があった場合は参加をお断りします) 

 ・手指のアルコール除菌を実施致します。 

 ・口頭での健康チェックを実施致します。 

③旅行中、他の参加者との距離を出来るだけ 2ｍ以上確保して頂きます。 

④お客様同士で共通の物品等を触れる場合には、ゴム手袋の着用、使用前後の除菌等にご協力お願い致します。 
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※お申し込みの際は必要事項を記入の上、下記連絡先に TEL ,FAX, Email いずれかでご連絡お願い致します 
 

 

 

仙台発着日帰りバスツアー べにばな祭り in白鷹町 ～フラワー長井線アテンド付き～ 

ふりがな 

氏  名                                     男 ・ 女 

 〒                                                         TEL 

住所       市                                                緊急連絡先 

※疾患・特記事項がございましたらご記入ください。 

 

ご旅行条件（要旨） 
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申込み下さい。 

お申込み連絡先 

TEL:022-782-0833  FAX：022-782-0834  Email: mtc@mirai-tabiclub.jp 

旅行企画・実施 （一社）全国旅行業協会正会員 

山形県知事登録旅行業第 2-292号 

〒993-0003 山形県長井市東町 2番 50号 

TEL:02338-88-1831  FAX：0238-88-1812 

 旅行業務取扱管理者：沼澤 亨 

 

受託販売 宮城県知事登録旅行業第 3-327号 

〒984-0001 仙台市若林区鶴代町 6番 3 号 

TEL:022-782-0833  FAX:022-782-0834 

旅行業務取扱管理者 高谷 直嗣 

 

この旅行は、一般社団法人やまがたアルカディア観光局（山形県知事登録旅行業 第 2-292 号 

以下「当社」といいます）が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当

社と募集型企画旅行（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行の契約の

内容。条件玻当チラシの掲載内容・旅行条件書・確定書面（クーポン券島又は最終旅行日程表）

ならびに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」という）によります。 

1.旅行契約の申込みと旅行契約の成立時期 

（1）当社の定めた必要事項を記入した申込書にて店頭にてお申込みを行う他、電話、ファクシミ

リ、郵便、その他の通信手段による旅行申込をいただき、当社が契約の締結を受託したとき、

成立するものと致します。 

2.申込条件 

（1）当社は、団体・グループを構成する複数のお客様が責任ある代表者（以下「契約責任者」と

いう）を定めた場合、契約の締結・解除に関する取引は、契約責任者との間で行います。 

（2）お申込み時に未成年の方は、原則として親権者の同意書が必要となります。15 歳未満の方

は、特定のコースを除き父兄または保護者の同行を条件とします。 

（3）a.身体に障害をお持ちの方、b.健康を害しているから方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の

方その他特別な処置を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこ

れに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき。当社がお客様の為に講じた特別な処

置に要する費用はお客様の負担となります。なおこの場合、医師の診断書を提出いただく場

合があります。 

2.確定書面（最終旅行日程表）の交付 

（1）当社は確定した集合場所や時間などが記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日まで

お渡しします。（当社は原則として旅行出発日の 5 日前～3 日前にお渡し出来るように努力致

します。）ただしお申込みが旅行開始日の前日から起算して 7 日目に当たる日以降の場合は、

旅行当日にお渡しすることがあります。 

（2）当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前（1）の確定書面に記載

するところに特定されます。 

2.旅行代金に含まれているもの 

（1）旅行日程に明示した次の費用が含まれています。 空港、船舶、鉄道利用運送機関の運賃・

料金（この運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。ここでいう付加運

賃・料金とは、原価の水準の以上な変動に対応する為、一定の機関及び一定の条件下に限り、

あらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。） 

（2）宿泊料金、食事料金、観光料金（入場料・ガイド料等） 

3.旅行代金に含まれないもの（次の費用は旅行代金に含まれておりません） 

①運送機関の課す付加運賃・料金 

②日程表に明示されていない飲料料金及びそれに課せられる税、サービス料、チップ等。個人

として利用されるクリーニング代、電話代、ご自宅集合・解散地間の交通費や宿泊・飲食費

及び個人的性質の諸費用はふくまれません。 

 

4.取消料 

（1）旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお 1 人

につき下記の税率で取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ご利用人数の変更に対する差額

代金をそれぞれいただきます。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、下記取消料の対象となります。 

（2）旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行

契約を解除したものとし、下記の料率で違約料をいただきます。 

旅行開始日

の前から起

算して 

20 日～

11 日前

まで 

10 日～8

日前まで 

7 日～2

日前まで 

前日 当日 無連絡不

参加 

日帰り旅行

以外 

旅行代金

の 20％ 

旅行代金

の 20％ 

旅行代金

の 30％ 

旅行代金

の 40％ 

旅行代金

の 50％ 

旅行代金

の 100％

※ 日帰り旅行 無料 

※旅行開始後の解除（旅行サービスの提供を受けることを開始した時以降）の場合、旅行代金

の 100％の取消料を申し付けます。 

5.通信契約の旅行条件 

 当社らは、当社らが発行するカード又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」）のカード会員（以下会員）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを

受ける」こと（以下「通信契約」）を条件に旅行の申込を受ける場合があります。通信契約の

旅行条件は通常の旅行条件とは異なります。 

6.大人・小人・幼児・乳児の区分 

特に注釈のない場合、満 12 歳以上は大人旅行代金、満 3 歳以上 12 歳未満のからは子供旅行

代金となり、旅行開始日当日を基準とします。子供旅行代金は大人旅行代金の 70％となりま

す。ただし航空機利用商品は大人旅行代金の 80％となります。 

7.旅行の取りやめ 

お申込み人員がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取り

やめることがあります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目に

あたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 

8.添乗員：同行いたします。 

9.特別保証 

 当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行旅行約款の特別補償基底で

定める所により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又

は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払い

ます。 

10.その他 

（1）当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。 

新型コロナウイルスに伴う旅行参加条件と実施等について 

一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人全国旅行業協会より、旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第 1版）が旅行業における当面の対

策指針として示されたことにより、やまがたアルカディア観光局の募集型企画旅行（募集旅行ツアー）の旅行参加条件と実施について下記のとおり定めることと

致します。 

1. 募集旅行ツアー及び体験プランのお申込（参加）条件について 
①2 週間以内に特別警戒都道府県から帰県した方は、ご参加をご遠慮ください。 

②新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者の方は、ご参加をご遠慮ください。 

③2 週間以内に体調不良があった方は、ご参加をご遠慮ください。 

④ツアー参加者の同居家族の中に、2 週間以内に発熱、咳等の症状があった方は、ご参

加をご遠慮ください。 

2. 募集旅行ツアー及び体験プランの実施について 
 ①山形県内で新たな感染者が出た場合は、旅行出発前日であっても、山形県の対策指針

等を十分に考慮して実施の判断を致します。 

②三密対策を講じた旅程であることを厳守致します。 

  ・旅程中の食事施設、観光・体験施設、宿泊施設、案内ガイド等が適切な感染防止対

策を取っていること。 

  ・人と人との距離を 2ｍ以上の間隔を空けて実施すること。 

  ・室内での観光・体験施設、食事施設において、他の人との距離の確保を保っている

こと。 

 ③お客様（お申込者）が当社の新型コロナウイルスに対応した申込条件を満たしている

ことと致します。 

 ④宿泊を伴う旅行商品の場合は、当面の間(※1)、同居家族若しくは同居人のみとさ

せていただきます。 

３. 旅行当日の参加者への感染予防対策について 
①マスク着用でのご参加をお願い致します。 

②旅行当日の集合時に健康チェックを致します。 

・検温を実施致します。（37.5 度以上の発熱があった場合は参加をお断りします） 

・手指のアルコール除菌を実施致します。 

・口頭での健康チェックを実施致します。 

③旅行中、他の参加者との距離をできるだけ 2ｍ以上確保していただきます。 

④お客様同士で共通の物品等を触れる場合には、ゴム手袋の着用、使用前後の除菌等

にご協力をお願いします。 

4. 旅行のキャンセルポリシー 
  ①当社の新型コロナウイルスに対応した申込条件を満たしておらず、参加をお断りさせ 

ていただいたお客様へは、旅行代金を全額返金いたします。 

②新型コロナウイルスの影響により、急遽ツアー中止の判断をした場合は、お客様へ 

旅行代金の全額を返金いたします。 

③旅行に参加するに当たり、お客様ご自身で事前に手配された JR 等の各種交通機関、 

宿泊施設の取消料等が発生した場合は、お客様のご負担となりますので予めご了承く

ださい。 

(※1)当面の間とは、令和 2 年 5 月現在において同年 7 月 31 日迄と致しますが、今後

の感染状況を踏まえて随時見直しを致します。 

※募集定員を満たした際、お申込みをお断りさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。 


