
安心・安全の取り組みマークの説明安心して旅行にご参加いただくために

ソーシャルディスタンスの確保
やツアー参加人数の制限、空気
の喚起実施

ツアーに参加されるお客様へのお願い

通常40名のバスの定員を表示人数に
制限します。

車内の換気機能を搭載したバス（約5
分で入替え）に乗車します。

バス乗車時、ご同行者以外の方と隣席
にならないように配慮します。

定期的な消毒や消毒液等の設
置、接触機会の削減を実施

マスク類の着用や距離の確保、
飛沫拡散機械の削減を実施

出発日・コースがお決まりになり
ましたらお電話またはメールより
お申込み下さい。

体調の確認や検温などを実施

20名様
以 下

換気
機能

●出発日の前日から起算して14日以内に、発熱・呼吸困難・倦怠感・嗅覚・味覚の異常などの症状や海外旅行歴、コロナウイルス感染の
判断を受けた方と濃厚接触された疑いがある場合は、弊社までご連絡下さい。なお、出発前のコロナウイルス感染、保健所による濃厚
接触者指名を理由にお取消しされる場合は、特例として取消料をいただきません（証明書の提出が必要です）
●ツアー当日に検温の上、健康チェックシートに記入し必ず提出ください。発熱や咳、喉が痛いなどの症状がある方はご参加いただけません
●ツアー中に発熱や風邪諸症状、味覚・嗅覚障害等があらわれた場合は、ツアーを離団していただきます。また、特例として離団期間の
旅行代金を日割りにして後日払い戻し致します

●バス車内は全て禁煙となります。ご理解とご協力をお願いします。●コロナウイルス、自然災害などやむ負えない事情により、人数が集まっていても催行中止になる場合がございます。ご了承下さい。●満席およ
び催行中止で予約出来ない場合がございます。●お申込みの際に、ご同行者の「お名前」のほか「年齢」と「電話番号」と「住所」もお伺いいたします。●参加されるお客様のうち、満12歳以上の方はおとな代金、満6
歳以上12歳未満の方は、こども代金となります。満3歳以上6歳未満の方は幼児代金となりますが、旅行中の食事条件は一切含まれません。食事条件を含む場合、こども代金となります。●写真は全てイメージです。
●果物狩りは不作または生育状況により、お土産又は皿盛り食べ放題になる場合があります。●花や自然の鑑賞ツア―は、気象条件により見ごろが前後したり、旅程を変更することがありますのでご了承下さい。●
詳しい旅行条件を説明した書面をご用意しておりますので、事前にご確認の上、お申込みください。※表示されている運送機関の発着時間については2021年4月1日現在を基準にしております。※旅行代金には、
消費税等諸税が含まれてます。※特に注釈のある場合は除きます。※こども代金はおとな代金と同額の場合があります。

「GOTOトラベル」等の再開発表後、本コースがGOTOトラベルキャンペーンの条件を満たす場合には、準備が整い次第、割引支援対象
となる出発日のご予約をお持ちのお客様には個別に通知し、参加条件等へ同意をいただけましたら、再開後の割引支援ルールに基
づき割引を適用する予定です。再開された際の割引支援の適用条件については、割引率、割引上限額、地域共通クーポンの配布枚
数、対象地域・施設、旅行者の参加条件等が、これまでと大きく異なる場合があります。内容・注意事項を必ず確認の上、ご予約下さい。

お申込みからご出発までの流れ ※お申込み人数が最少催行人数に満たない場合は中止となります。その場合は、出発の14日前まで（日帰りは4日前まで）にご連絡を差し上げます。【お支払実額(旅行代金）は返金致します】

お申込み
お支払い実額（旅行代金）の入金
をお願い致します。
（現金/クレジットカード/pay pay可能）

旅行代金のお支払い
ご出発の1週間～5日前までに旅先での
ご注意・旅館名・行程・集合場所・時間な
どを記した「日程表」をご送付致します。

日程表のご案内
出発の前日、又は前々日に添乗員よ
りグループの代表の方に出発最終確
認とご挨拶のお電話を差し上げます。

皆様の指定された集合場所にお
時間を間違えないようにご集合下
さい。

出発までに・・・ ご出発

2021年夏おすすめ日帰りツアー おススメオプショナルツアー

旅行企画
実　　施

①株式会社みらい旅くらぶ　〒984-0001　宮城県仙台市若林区鶴代町6-3　宮城県知事登録旅行業第3－327号【旅行業務取扱管理者：高谷　直嗣】
②一般社団法人やまがたアルカディア観光局　〒993-0003　山形県長井市東町2番50　山形県知事登録旅行業第2-292号【旅行業務取扱管理者：沼澤　亨】

☎022-782-0833
FAX/022-782-0834FAX予約24時間受付

(土・日・祝もOK)

①コース名　②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）・年齢・性別　③郵便番号・住所　④電話番号（FAX）
⑤同行者を明記の上、左記の番号でお申込み下さい

※お申込み後当社から申込の受理の連絡がお客様に到達した地点で予約完了となります。

※ツアーのお申込み時にご同行者のお名前・住所・電話番号・生年月日をお伺い致します。
※ツアーお申込み時のお願い：歩行や視聴覚などがご自由な方、動物アレルギーのある方、身体障がい者補助犬をお連れの方、
　その他特別な配慮を必要とする方はお申込みの際に必ずお申し出ください

バ ス
相席なし

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

1 2 3 4 5

飛沫対策 体調管理

接触対策３密対策1

3

2

4

主催：株式会社みらい旅くらぶ

仙台駅東口出発(07:00)ーゆりあげ朝市(07:50～11:00)ー仙台
駅東口到着(11:50)

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少催行人数：
15名〇現地係員：無〇食事：無（自由に購入しお召し
上がりください）〇バス会社：矢吹交通or翔礼交通

日曜と祝日のみ開催している「ゆりあげ港朝市」。閖上港の近海で獲れた
ての魚介類や旬の地元野菜などが、約50軒の常設店頭にバラエティ豊富
に並べられます。朝市の裏の広場には、無料で使える炉端焼きの台が置
かれ、朝市で買った新鮮な魚介を焼いて食べられます。すっかり定着した
「浜焼き」に加え、鮮魚店では旬の魚介4～5種類をひと皿に盛ったセット
なども販売。また、朝市に隣接して、カナダ政府の支援により建てられた
「メイプル館」には、地元の飲食店やカフェ他、東北の産物を販売する売店
も設けられました。10時からはウッドデッキにてゆりあげ朝市名物の「競
り」が行われます。様々な商品が出品されるので、欲しいものが読み上げ
られた番号のうちわを挙げてアピール！！ぜひご参加ください♪
※5月8日現在コロナウイルスの影響によりゆりあげ朝市内での飲酒が出来ません。

宮城 なにも気にせず呑み・食べまくろう！

ゆりあげ朝市送迎
8/1(日)
出発日旅行代金（おひとり）

（大人・子供一律）
4,980円（税込）

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

主催：株式会社みらい旅くらぶ

仙台駅東口出発(09:00)―秀林寺(大黒天)ー玄光庵(寿老尊)―藤崎えび
す神社(恵比寿天)―満福寺(毘沙門天)ー林光院(弁財天)―福聚院(布袋
尊)ー鈎取寺(福禄尊)―秋保神社(勝負の神)ー仙台駅東口到着解(16:50)

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少
催行人数：15名〇現地係員：無〇食事：あり
〇バス会社：矢吹交通or翔礼交通

宮城県の七福神巡りといえば、奥州仙臺七福神が有名です。市内にある7つの寺院
に七福神が祀られており、通年お参りする事が出来ます。今回はこれに加え、勝負の
神様が祀られている秋保神社も回ることですべての運気アップをねらいましょう！
〇七福神紹介　①恵比寿天→商売繁昌/除災招福/五穀豊穣/大漁守護②大黒天→五穀豊
穣/子孫愛育/出世開運/商売繫盛③毘沙門天→商売繁盛/金運財運/勝運④弁財天→五穀
豊穣/商売繫盛/祈願成就⑤布袋尊→開運/夫婦円満/商売繁盛/金運向上⑥福禄寿→財運
招福/子孫繁栄/延命長寿/立身出世⑦寿老人→延命長寿/身体健全/福徳円満/厄払い
〇秋保神社→御祭神は建御名方神を始め天照皇大神他七社を祀り、生活
安定・五穀豊穣、火防、開発、開拓、特に勝負の神、大願成就、開運の神様とし
て名高く、ご利益は多方面に亘りあらたかであります。

宮城 奥州仙臺七福神を巡って運気アップ

開運！仙台パワースポット巡り
7/17(土)

出発日旅行代金（おひとり）

（大人・子供一律）
7,000円（税込）

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

主催：株式会社みらい旅くらぶ

仙台駅東口出発(08:00)ー極楽山西方寺(定義如来)ー作並温泉
(入浴/昼食)ー秋保神社ー仙台駅東口到着(16:00)

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少催行人数：
15名〇現地係員：なし〇食事：あり〇バス会社：矢吹
交通or翔礼交通

〇極楽山西方寺(定義如来）→定義山にある「定義如来西方寺」は、縁結び・子授・安産などのご
利益があると有名で、毎日多くの人たちが訪れています。また、定義山で有名なご当地グルメ「定
義とうふ店の三角あぶらあげ」は定義山に訪れたら必ず食べておきたい逸品。
〇作並温泉→仙台の奥座敷として称された作並温泉。仙台市と山形市を結ぶ国道48号線（関山
街道）に位置し、その由来は歴代仙台藩主の隠し湯と伝えられる。寛政8年(1796年)の開湯以来、
さまざまな文化人を始め多くの人々が訪れ今なお愛され続けられている。肌にやさしい泉質と
豊富なお湯から「美女づくりの湯」とも言われております。効能は、神経痛/リウマチ/美肌効果/高
血圧/動脈硬化/糖尿病/皮膚病/打撲など。ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉は硫酸イオ
ンにより血管を拡張して、血液の流れをよくするので、高血圧、動脈硬化に良いとされています。
〇秋保神社→御祭神は建御名方神を始め天照皇大神他七社を祀り、生活安定・五穀豊穣、火防、開発、
開拓、特に勝負の神、大願成就、開運の神様として名高く、ご利益は多方面に亘りあらたかであります。

宮城 休日は温泉でのんびり♨

作並温泉と寺社仏閣めぐり
7/25(日)

出発日旅行代金（おひとり）

（大人・子供一律）
7,500円（税込）

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

主催：株式会社みらい旅くらぶ

仙台駅東口出発(08:30)―スプリングバレー仙台泉（昼食は同
会場にてBBQ♪）―仙台駅東口到着(15:00)

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少催行人数：
15名〇現地係員：あり〇食事：手ぶらでBBQセット　
〇バス会社：矢吹交通or翔礼交通

〇サバイバルゲームとは？→サバイバルゲームは、BB弾を装填した電動ガンやガスガンを使い、相手
チームを全滅させる、もしくは相手陣地を奪取するいわば大人の戦争ごっこです。サバゲ―、サバゲと
も略します。他にも多種多様なゲーム内容ではありますが、基本的には相手チームの全滅か、相手陣地
の奪取でゲームは終了します。フィールドや銃によって戦い方を変える必要がある為、戦略的なゲーム
が味わえます。このようなゲームを複数回重ねて最終的にはチームの勝利数を競っていきます。
〇どんなところで行うの？→スプリングバレー泉高原の周辺に広がる広大な森を利用し、起伏や植物
を上手く活用して身を隠しながら敵の横や背後を狙いつつ戦う外周400m・直径130ｍの本格的巨大
森林フィールドと、第3駐車場の平地に初心者やお子様でも戦いやすいように様々な形のバリケード
を広く設置し、純粋な銃の撃ち合いを楽しめる作りとした平地型フィールドの2か所で行います。
サバイバル好きにはとても人気のアクティビティとなってます！
気になる方は初心者レクチャーもあるので是非ご参加下さい！昼食にはBBQをご用意しております♪

宮城 一度は挑戦してみたい！初心者レクチャーあり♪

サバイバルゲーム体験！ツアー
8/1(日)
出発日旅行代金（おひとり）

（大人・子供一律）
9,200円（税込）

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

主催：株式会社みらい旅くらぶ

仙台空港出発（9:00）－（10:15）タイ入国～体験・昼食（14:00）－（14:30）台湾入国
～お茶タイム～（16:00）－（16:30）韓国入国～買物・夕食～（20:00）－（20:30）フィ
リピン入国～歌・ダンスをお楽しみください～（21:30）一番町付近解散となります

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少催
行人数：15名〇現地係員：あり〇食事：あり〇
バス会社：矢吹交通or翔礼交通

仙台空港国際線到着ロビーに集合し海外旅行気分を一気に盛り上
げましょう！ビジネスクラス仕様のラグジュアリーバスにご乗車いた
だき直行便にてタイへ。タイの代表的な料理のお料理教室を開催
します♪その後、ツアーオリジナルメニューでタイ料理をご賞味い
ただきます！お食事の後は台湾へ入国します♪台湾では食後の台
湾スイーツまたは台湾茶で優雅な時間をお過ごしください。台湾
の後は韓国を訪れます♪買物天国の韓国！心行くまで韓国ショッピ
ングをお楽しみください♪韓国ではツアーオリジナルメニューの韓
国料理をお召し上がりいただきます♪たくさん食べた後はフィリピ
ンに入国！歌やダンスで南国・フィリピンの雰囲気を満喫しましょう！

☆海外旅行に行きたく
て行きたくてウズウズし
ている方にオススメ☆
ビジネスクラスのような
デラックスバスを利用し
て7タイ・台湾・韓国・
フィリピンの４か国を
巡ってみませんか？まる
で海外旅行した気分に
なっていただけるそん
なツアーを企画してみ
ました♪

宮城 タイ・台湾・韓国・フィリピンを満喫♪

パスポートの要らない海外旅行
7/25(日)
8/22(日)

出発日旅行代金（おひとり）

（大人・子供一律）
20,000円（税込）

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

主催：一般社団法人やまがたアルカディア観光局

仙台駅東口出発(06:30)―飯豊町わらび園―白川荘（入浴/昼
食）―どんでん平ゆり園―仙台駅東口到着(17:30)

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少催
行人数：15名〇現地係員：あり〇食事：あり〇
バス会社：矢吹交通or翔礼交通

山形県飯豊町は飯豊連峰山麓をはじめとする全体
のおおよそ8割が山林の町です。南北に長い本町
は北部に水田が広がる平坦な地域があり、南部に
は飯豊山と、豊かな自然に囲まれた集落がありま
す。広大な敷地に豊富なわらびが育ちます。新緑の
さわやかな風を感じながら「自然の恵み」を取り放
題！わらび収穫後は白川温泉にて昼食、温泉に浸か
り疲れを癒してください。その後、東北最大級の「ど
んでん平ゆり園へご案内致します。多品種50万本
以上が咲き誇り、満開で見ごろとなっております！！

山形 美味しい空気と美味しいわらび♪自然を楽しもう♪

飯豊町わらび採り＆どんでん平ゆり園

6/2７(日)
出発日旅行代金（おひとり）

（大人・子供一律）
9,990円（税込）

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

主催：株式会社みらい旅くらぶ

仙台駅東口出発(08:00)―六歌仙にて酒蔵見学(予定）―大正ろ
まん館―銀山温泉(自由散策）―仙台駅東口到着(17:00)

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少催
行人数：15名〇現地係員：あり〇食事：無（自
由昼食）〇バス会社：矢吹交通or翔礼交通

山形県内には個性豊かな酒蔵が点在し、その土地ならではの気候風
土、文化を生かした銘酒をはぐくんでいます。これだけの酒蔵が県内全
域にあるのは全国的にも珍しいです。今回は美味しいお酒と素晴らし
い情緒が漂う銀山温泉を観光して心も体も酔い心地になりましょう♪

●酒蔵見学→六歌仙（予定）はさくらんぼの生産量日本一で有
名な山形県東根市の酒蔵です。奥羽山脈を背景に、肥沃な土
地と豊かな湧き水に恵まれた環境で、山形県産米にこだわった酒を醸しています。
●銀山温泉→タイムスリップしたかのようなレトロな景色が広がる銀山温泉。銀山川の両岸に
木造の温泉旅館が立ち並ぶ温泉街では、夕暮れになるとガス灯に火がともり、ノスタルジック
な日本情緒が漂います。国民的ドラマ「おしん」の撮影地としても知られています。

山形 大正時代にタイムスリップ！

銀山温泉と酒蔵見学
7/4(日)
出発日旅行代金（おひとり）

大人6,000円（税込）

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

主催：株式会社みらい旅くらぶ

仙台駅東口出発(09:00)―山寺ー昼食（お弁当をご用意してます）―千手院―垂水遺
跡―（垂水観音・垂水不動尊・円仁宿跡）―島帽子岩―城跡七岩―修験場―五輪塔
窟―本坊台座石―牛頭天王祠―山形まるごと館紅の蔵―仙台駅東口到着(17:30)

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少
催行人数：15名〇現地係員：あり〇食事：あり
〇バス会社：矢吹交通or翔礼交通

山形で名の知れた観光地といえば”山寺“だが、さらに奥地に”裏山寺“と呼ばれるエリアがあ
るのはご存じでしょうか？実は浦山は通称で、正確には”峯の浦“が正式名称です。その神秘的
な空気を放つ峯の浦を巡るツアーです。山寺を開山した慈覚大師円仁が修行した場所として
知られています。森林の中を歩み進めると突如、蜂の巣場の巨大な岩肌が目の前に現れる垂
水遺跡、その後山道を進むと城跡七岩といういわばが7カ所
並ぶ場所に出ます。そこから眺める景色は絶景です。さらに
進むと修験場跡が現れます。その後、供養塔やお墓に使わ
れる塔の跡の五輪塔窟が現れます、五輪塔に刻まれている
年号の中には鎌倉時代の年号が掛かれているものもありま
す。峯の浦を歩くことで心地よい疲れと森林浴をしたことに
よる爽快感が味わえるおすすめのツアーとなっています。

山形 幻想的なパワースポットへご案内！

山寺エリアトレッキングツアー
8/8(日)
出発日旅行代金（おひとり）

（※すべて税込）

中学生7,400円
高校生以上 7,500円 小学生7,300円

20名様
以 下

換気
機能

バ ス
相席なし

主催：一般社団法人やまがたアルカディア観光局

仙台駅東口出発(08:00)―白鷹町べにばな祭りー昼食（名物の
鮎料理）―荒砥駅―宮内駅―仙台駅東口到着(18:00)

〇添乗員：同行〇受付最少人数：1名〇最少催
行人数：15名〇現地係員：あり〇食事：あり〇
バス会社：矢吹交通or翔礼交通

白鷹べに花祭りは、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。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イベントは
中止で自由鑑賞のみとなっております。

山形 生産日本一の紅花がお出迎え

白鷹町べにばな祭りとﾌﾗﾜｰ長井線
7/10(土)

出発日（※すべて税込）旅行代金（おひとり）
おとな こども7,800円 7,000円

汗をかい
た後は、

手ぶらでB
BQ♪

NPO法人宮城復興支援センターの　講習を受けたドライバーが、東日本大
震災の爪痕が残る場所へご案内し、当時の被害や状況を説明致します。震
災を風化させず、後世に語り継ぎ、同じような被害を出さないために、「語り
部ドライバー」が強い責任感を持って被災地をご案内致しますので、ぜひ被
災地の現状をご自身の目でご覧になって下さい。

●代金に含まれるもの/タクシー代
※取消料は前日まで不要、当日配車前50％、配車は100％となります。
■利用可能時間：8：00～18：00
■最終配車時間：15：30※時間はご相談下さい。
■所要時間：約2時間30分
■運営：仙台中央タクシー　企画：JTB
■申込締切日：3日前
※仙台空港での配車・返車は不可となります。
※有料道路・駐車料金・入場料金・食事代は含まれません。
※道路状況により所要時間が変更になる場合があります。
※最少受付人員：1名

宮城 仙台防災視察ツアー震災語り部
おすすめタクシープラン

今年は丑
年

昼食は牛
たんで

決まり☆

■設定期間2021年4月1日～9月30日

■代金／1台あたり　

仙台市内========仙台市荒浜・名取市閖上========仙台市内

普通車
（定員4名） 14,250円

ジャンボタクシー
（定員9名） 21,700円

ヨーロッパのような気候風土に恵まれた大地から採れるブドウでできるエーデルワイ
ンの工場見学と、南部杜氏発祥の地岩手の酒造見学が一度にできるタクシープラン。
車の運転の心配がいらないので、試飲で気に入ったお酒・ワインのご購入も可能です。

●旅行代金に含まれるもの／タクシー代
※取消料は前日まで不要、当日100％となります。
■所要時間：約3時間10分～3時間30分（コースによって異なります）　
■申込締切日：7日前
■企画：JTB　実施：文化タクシー
※エーデルワインでは試飲セット（グラスワイン又は
ブドウジュース1杯、五月長根葡萄園（白ワイン）ハーフボトル、
絵葉書4枚）をお一人1,500円でご用意しております。
ご希望の方は現地でお支払いください。
※試飲セットは20歳以上のお客様のみご利用いただけます。
※酒造に入るため、当日の納豆の摂取はご遠慮下さい。
※最少受付人数：２名

岩手 花巻ワイナリーと
酒造巡りタクシープラン

■設定期間2021年4月29日～9月30日
Ａコース

■代金／1台あたり　

花巻温泉（9：00発）===廣田酒造===エーデルワイン===空港or駅
Ｂコース
空港or駅（13：00発）===エーデルワイン===廣田酒造===花巻温泉

普通車（2～3名利用）
18,800円

ジャンボタクシー（4～5名利用）
29,400円

輝かしい歴史を放つ奥州・平泉の始まりである藤原氏。貴重な資料映像と
法話から、知られざる歴史を紐解きます。その後ご覧いただく金色堂で、そ
の存在意義を改めて感じることが出来ます。

●旅行代金に含まれるもの／ガイド料金
※ご参加の際は拝観料が別途必要となります。当日現地でお支払いください。
　（中尊寺：おとな800円、高校生500円、中学生300円、小学生200円）
■集合場所：平泉レストハウス（本館事務所前）
■所要時間：2時間
■出発時間：①10：30　②13：00
■申込締切日：5日前
■企画・実施：中尊寺　古都ひらいずみガイドの会
※坂道・石段等があります
※歩きやすい服装・靴でご参加下さい。
※大雨などの悪天候により、当日催行中止となる場合があります。
※最少受付・催行人員：２名　

岩手 中尊寺金色堂と
藤原氏の法話と資料映像

■設定期間
　2021年4月9日～6月25日
■除外日：
　4月27日～5月6日・10日～12日
■旅行代金／
　おひとり　おとな・こども共

日本SUP指導者協会公認のインストラクターがレクチャーをしてから体験と
なりますので初めての方も安心です。日本三景・松島の絶景を眺めながら穏
やかな海を海上散歩することが出来ます。

●代金に含まれるもの/装備一式レンタル料、ガイド料、保険料
※取消料は2日前まで不要。前日50％、当日は100％になります。
■持ち物：水着、タオル、ビーチサンダル、飲み物
■集合場所：松島エリア又は奥松島エリア
■開始時間：①09:30　②13:30　■集合時間：開始時間の30分前
■所要時間：約2時間30分（海上での体験時間は約1時間30分前）
■企画・運営：KUUNEL SUP　SCHOOL
■申込締切日：4日前
※必ず濡れてもよい服装・履物でお越し下さい。
※中学生以下のお客様は、保護者の同伴が必要になります。
※当日の天候・雨の影響により集合場所が変更になります。
　利用日の前日に現地係員よりお客様の連絡先（携帯電話番号）
　へ確認のお電話を致します。
※不定休のため予告なしに休業する場合があります。
※最少受付人員：１名

宮城 松島SUP体験プラン

■設定期間2021年4月1日～9月30日
■料金／おひとり
おとな
（中学生以上） 7,000円
幼児
（6歳～小学2年生） 3,000円

こども
（小学3年生～6年生） 5,000円

山寺といえば長い階段で有名ですが、ガイドと一緒なら、ご自分のペースで
参道を登りながら立石寺の歴史を知ることが出来ます。また、当プランでは
激動の歴史をつないで来た、比叡山延暦寺から分灯された“不滅の法灯”を
ご覧いただきながら悠久の時に想いを馳せていただけます。

●代金に含まれるもの
　ガイド料金、入山料、根本中堂拝観料
■出発時間：9：00～15：00でご希望の時間をお選び下さい
■集合場所：ふもとや本店　
■所要時間：約1時間40分
■企画・運営：山寺観光協会さぎはし会
■申込締切日：10日前

※歩きやすい服装・靴でご参加下さい。
※当日の天候・雨の影響により当日催行中止となる場合があります。
※最少受付人員：２名

山形
地元ガイドとあるく山寺

■設定期間2021年4月1日～9月30日
■料金／おひとり
おとな
（中学生以上） 2,200円

2～4名利用　　3,800円
5～10名利用  　2,000円

東日本大震災の被害によってすべての養殖施設が流されてしまった山田町。
再開するまでの道のりは険しいものでしたが、養殖漁業を復活させたいとい
う思いから少しずつ復興。2016年には震災前にも受け入れていた体験養殖も
再開し、近年では「山田町といえば漁業体験」といわれるほどの認知度です。漁
師さんの飾らない語り口も味があります。JTBのお客様はとれたてのホタテを
ご試食いただけます。さらに三陸のお土産をおひとり1個ご用意します。

●旅行代金に含まれるもの／
　地元漁師と海・食の体験代、
　養殖いかだ見学代、ホタテ試食代
※取消料は前日17：00以降は100％
　となります。
■集合場所：陸中山田駅　駅前駐車場
■出発時間：10：00～15：00の間でご希望の時間をお選びください。
■所要時間：約1時間
■申込締切日：7日前
■運営：山田町観光協会
※最少受付・催行人員：２名

岩手 漁師が地元の海をまるごと魅せる！
養殖いかだ見学

■設定期間2021年4月9日～9月30日
■旅行代金／おひとり　おとな・こども（3歳以上）共
2名1組  　　　4,300円
3名1組  　　　3,000円
4～8名1組　　2,300円

こども
（4歳～小学生） 2,000円

桃山文化威風を伝える絢爛豪華な廟建築「瑞鳳殿」と仙台市の代表的な
風景のひとつ伊達政宗騎馬像がある「仙台城跡」をお客様専用ガイドが
ご案内します。

●代金に含まれるもの/ガイド料
※取消料は前日まで不要。当日は
　100％となります。
※ご参加の際は拝観料と仙台市観光シティループバス「るーぷる仙台」の
運賃が別途必要です。当日現地でお支払いください。【瑞鳳殿：おとな（大
学生以上）570円、高校生410円、小・中学生210円／仙台城跡：不要／るー
ぷる仙台（1回乗車）：おとな（中学生以上）260円、こども（1歳以上）130円】
■集合場所：瑞鳳殿（観覧券売り場前）
■出発時間：9：00～15：00の間でご希望の時間をお選びください。
■所要時間：約90分※ご希望の時間でご案内します。
■企画・運営：瑞鳳殿ガイドの会
■申込締切日：5日前
※歩きやすい服装・靴でご参加下さい。
※天候要因等により、当日催行中止の場合があります。
※最少受付人員：1名
※最大受付人員：15名

宮城 地元ガイドとあるく伊達政宗の
霊廟瑞鳳殿と仙台城跡

■設定期間
　2021年4月1日～9月30日
■料金／ガイド名

3,000円

日本武士道の一つとされる「居合道」発祥の地山形県村山市でサムライ
体験をしてみませんか。当プランでは有段者の先生の指導の下、基本の
形と試斬を体験頂けます。

●旅行代金に含まれるもの／指導料、道着、模造刀使用料、
　試斬畳筒代（1本分）、会場使用料
※取消料は3日前まで不要。2日前20％、前日50％、当日100％となります。
■集合場所：村山居合振武館
■体験開始時間：①10:00　②13:30
■集合時間：開始時間の15分前
■所要時間：約２時間30分　
■企画・運営：村上市観光物産協会　
■申込締切日：7日前
※最少受付・催行人員：１名

山形
居合抜刀術　サムライ体験

■設定期間
　2021年4月1日～9月30日
■旅行代金／おひとり　

おとな
13,200円

古より伊勢神宮に詣でることは「西の伊勢参り」、出羽三山に詣でることは
「東の奥参り」と称され、双方を詣でることは重要な“人生儀礼”の一つとして
位置づけられていました。そんな「奥参り」を出羽三山で修業する修験者“山
伏”とともに巡ります。山伏のご案内でご神域に導かれ、願いとともに鏡をご
奉納頂く特別なご参拝です。当プランは昼食（東の奥参り膳）付プランです。

●旅行代金に含まれるもの／山伏のご案内、鏡池特別納鏡、願い事を書く紙、
納鏡用鏡、睡蓮鏡、御朱印帳、三神合祭殿昇殿参拝、昼食（東の奥参り膳）、お札
■集合場所：羽黒山　山頂駐車場レストハウス
■出発時間：１１:００■所要時間：約２時間30分　
■申込締切日：7日前
■企画・実施：有限会社山旅・山形県旅行業協議会
※最少受付・催行人員：１名　

山形 東の奥参り　羽黒山
山伏と巡る私がわたしに出会う旅

■設定期間
　2021年4月29日～9月30日
■除外日：
　7月15日、8月26日～9月1日
■旅行代金／おひとり

おとな・こども共
7,800円

お問合せ・お申し込みは
受付時間　月～金 09:30～18:00 （土・日・祝は休業）


