
観光庁長官登録旅行業第939号

東北統括支店

代理業

宮城県仙台市青葉区本町2‐18‐21 鹿島定禅寺ビル4F TEL.022‐264‐8674
総合旅行業務取扱管理者／泉澤 睦男・鈴木 武史
営業日：月曜日～金曜日（土・日・祝日は除きます）営業時間：午前9時～午後6時 正会員

（一社）日本旅行業協会の正会員です。

総合旅行業務取扱責任者とは、お客様の
旅行を取り扱う営業所での取引に関する責
任者です。この旅行契約に関し、担当者から
の説明にご不明な点がございましたら、遠慮
なく上記の取扱責任者にお尋ねください。

青森支店
青森県青森市東大野2丁目1番地15
青森県農協会館1F

TEL.017‐729‐8800
総合旅行業務取扱管理者／伊藤 亨・田川ますみ
営業日：月曜日～金曜日（土・日・祝日は除きます）
営業時間：午前9時～午後6時

郡山支店
福島県郡山市朝日2-14-7 
JA福島さくら本店3F

TEL.024‐983‐0380
総合旅行業務取扱管理者／小原 健志
営業日：月曜日～金曜日（土・日・祝日は除きます）
営業時間：午前8時30分～午後5時30分

岩手支店
岩手県盛岡市菜園1‐4‐10
第二産業会館5F

TEL.019‐622‐1005
総合旅行業務取扱管理者／高松 国男
営業日：月曜日～金曜日（土・日・祝日は除きます）
営業時間：午前9時～午後6時

山形支店
山形県山形市七日町3‐1‐16
山形JAビル1F

TEL.023‐622‐2750
総合旅行業務取扱管理者／田中 顕治・大槻 賢広
営業日：月曜日～金曜日（土・日・祝日は除きます）
営業時間：午前8時45分～午後5時45分

福島支店
福島県福島市飯坂町平野字三枚長1‐1
JA福島ビル1F

TEL.024‐554‐3575
総合旅行業務取扱管理者／奥野 朋之・吉田 哲朗
営業日：月曜日～金曜日（土・日・祝日は除きます）
営業時間：午前8時30分～午後5時30分

旅行企画・実施

お申し込み・お問い合せ

青森県知事登録旅行業者代理業第26号
JAゆうき青森旅行センター
青森県上北郡東北町素柄邸82-3

TEL.0175-72-1433
総合旅行業務取扱管理者／八重樫 泰浩

岩手県知事登録旅行業者代理業第169号
JAいわて中央旅行センター
岩手県紫波郡紫波町桜町字上野沢38-1

TEL.019-672-5585
総合旅行業務取扱管理者／山岸 宏典

岩手県知事登録旅行業者代理業第164号
JA岩手ふるさと旅行センター
岩手県奥州市水沢東大通り1-8-17

TEL.0197-24-5178
総合旅行業務取扱管理者／阿部 久善

岩手県知事登録旅行業者代理業第137号
JA江刺旅行センター
岩手県奥州市江刺大通り5-37

TEL.0197-35-6322
総合旅行業務取扱管理者／伊藤 真紀

岩手県知事登録旅行業者代理業第225号
JAいわて平泉旅行センター
岩手県一関市竹山町7-1

TEL.0191-34-4600
国内旅行業務取扱管理者／木村 明子

宮城県知事登録旅行業者代理業第37号
JA加美よつば旅行センター
宮城県加美郡加美町字町裏180-2

TEL.0229-64-2101
国内旅行業務取扱管理者／ 小松 克宏

宮城県知事登録旅行業者代理業第41号
JAいしのまき旅行センター
宮城県石巻市あゆみ野5-1-1

TEL.0225-22-1128  
総合旅行業務取扱管理者／ 中嶋 侑花

秋田県知事登録旅行業者代理業第79号
JAあきた北旅行センター
秋田県大館市比内町扇田上中嶋8-15

TEL.0186-55-0842
総合旅行業務取扱管理者／大森 聡子

山形県知事登録旅行業者代理業第2号
JAてんどう旅行センター
山形県天童市老野森2-1-1

TEL.023-653-5465
総合旅行業務取扱管理者／秋葉 由布子

山形県知事登録旅行業者代理業第5号
JAさがえ西村山旅行センター
山形県寒河江市本町1-9-28

TEL.0237-86-8188
総合旅行業務取扱管理者／石山 千春

山形県知事登録旅行業者代理業第11号
JAみちのく村山旅行センター
山形県村山市楯岡北町1-1-1

TEL.0237-55-6314
総合旅行業務取扱管理者／ 三宅 知子

山形県知事登録旅行業者代理業第22号
JAさくらんぼひがしね旅行センター
山形県東根市新田町２-1-10

TEL.0237-43-1125
総合旅行業務取扱管理者／ 佐々木 育美

福島県知事登録旅行業者代理業第58号
JA福島さくら旅行センター
福島県郡山市朝日2-14-7　

TEL.024-921-0500
総合旅行業務取扱管理者／渡辺 由紀夫

※上記行程表は、２０21年5月1日現在の予定であり、当日の天候や交通状況により変更になることもございますので、
　予めご了承ください。後日、改めて集合場所・出発時間についてはご案内いたします。

1

2

食事※観光：●入場／◎下車／▲車窓〈順不同〉 ■行程中の記号／　　　鉄道　＝＝＝バス

各地駅（6：09～８：57）　　　　　　 東京駅　     　　　　　　　　　　伊豆急下田駅＝
＝ ●下田開国博物館 ＝＝＝＝＝ ●下田港内クルーズ ＝＝＝＝＝＝ 下田温泉

ホテル（8：30） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ◎浄蓮の滝 ＝＝＝＝＝＝＝ ●韮山反射炉 ＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝ 沼津ぐるめ街道の駅（昼食） ＝＝＝＝＝＝＝＝ ●三島スカイウォーク ＝＝＝＝＝＝ 
三島駅　　　　　　　   　　　 東京駅　　　　　　　　　　　各地駅（17：50～19：45）

15：30
新幹線 特急サフィール踊り子 グリーン車

コース表

■募集人員／25名様（最少催行人員20名） 　■食事条件／朝1回・昼2回・夕1回 
■添乗員／同行いたします。（1日目の東京駅より2日目の東京駅まで） 
■宿泊利用ホテル／下田温泉「下田ビューホテル」 ■申込金／20,000円（旅行代金に充当いたします。） 
■申込締切日／2021年8月6日㊎ 　■利用バス会社／伊豆箱根バス

※3名1室利用お1人様2,500円アップ ※2名１室利用お1人様4,000円アップとなります。

駅  名
旅行代金

仙台駅から
80,800円
盛岡駅から
87,800円

秋田駅から
92,800円

新青森駅から
92,800円

郡山駅から
74,800円

山形駅から
80,800円

福島駅から
75,800円

9月8日㊌～9日㊍2021年
出発日

下田温泉 下田ビューホテル下田ビューホテル

ホテル外観イメージ ホテル風呂イメージ

極上の休日とリラクゼーションを
ホテルにてお過ごしください。

小田原神奈川県

駿 河 湾

静　岡　県

伊 豆 半 島

浄蓮の滝

韮山反射炉

三島スカイウォーク

熱海三島

伊東

下田

至
東
京
駅

世　界　遺　産

韮山反射炉イメージ

2日間

「明治日本の産業革命遺産」と
して世界遺産に登録されました。

三島スカイウォークイメージ

三島スカイウォーク

韮山反射炉

サフィール踊り子 車内イメージ

サフィール踊り子で行く

浄蓮の滝イメージ

浄蓮の滝

4名様以上1室利用4名様以上1室利用

新幹線 新幹線

旅行代金
大人お1人様大人お1人様

サフィール踊り子
イメージ

提供：ＪＲ東日本

広く快適な2＋1列の座席で、天窓からの
陽の光がガラス製の荷棚を通して車内に降り注ぐ
心地よい空間をお楽しみください。

●宮城県、秋田県のお客様は東北統括支店へお申し込みお問い合せください。

※写真は全てイメージです。

函館

札幌

小樽

旭川
旭山動物園

至東北地方

美瑛

富良野
ファーム富田

3日間

旭山動物園イメージ

イメージ

旭山動物園イメージ

小樽運河イメージ

ラベンダーで有名な北海道中富良野町にあ
る「ファーム富田」。広大なラベンダー畑か
ら降り注ぐアロマのシャワーやラベンダーソ
フトクリームが人気です。

日本最北端の動物園ながら2006年に
年間入園者数300万人を突破。来園者
数日本一に輝き、今や北海道を代表す
る観光地として不動の地位を築いてい
ます。動物の習性や能力を見せる動態
展示が見どころです。

小樽運河は、大正12年に
完成、北海道の開拓を支え
た港湾都市「小樽」の海運
を支えた水路で、水路に沿
って昔ながらの倉庫が立ち
並ぶ、歴史ある場所です。

※山形駅からのご参加の方は、山形～仙台間はJR仙山線普通列車利用で仙台駅から新幹線利用となります。
※1名1室利用 お1人様 25,000円アップ（2泊分）

駅  名
旅行代金

仙台駅から
133,000円
盛岡駅から
126,000円

秋田駅から
132,000円

新青森駅から
116,000円

郡山駅から
136,000円

山形駅から
133,000円

福島駅から
135,000円

7月8日㊍～10日㊏2021年

※上記行程表は、２０21年5月1日現在の予定であり、当日の天候や交通状況により変更になることもございますので、予めご了承
　ください。後日、改めて集合場所・出発時間についてはご案内いたします。

1

2

3

食事※観光：●入場／◎下車／▲車窓〈順不同〉 ■行程中の記号／　　　JR　＝＝＝バス

各地駅（6：09～9：51） 　　　　  　　  盛岡駅　　 新函館北斗駅　　　　　　     　
札幌駅 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ◎小樽市内観光【小樽運河、北一硝子】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝   小樽市内

ホテル（8：00） ＝＝＝＝＝＝ ●旭山動物園（昼食は自由食） ＝＝＝＝＝＝＝ ◎美瑛の丘 ＝＝＝＝
＝＝＝ ◎ファーム富田 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 富良野

ホテル（8：00） ＝＝ ◎砂川ハイウェイオアシス館 ＝＝ ●白い恋人パーク ＝＝ 札幌駅
　　　　　　　新函館北斗駅　　盛岡駅　 　　　　　　　各地駅（18：25～21：41）

17：00

17：30

JR線・新幹線 特急北斗号

コース表

■募集人員／25名様（最少催行人員20名） 　■食事条件／朝2回・昼1回・夕1回 
■添乗員／同行いたします。（1日目の盛岡駅より3日目の盛岡駅まで） 
■宿泊利用ホテル／1日目：小樽市内「オーセントホテル小樽」、
　　　　　　　　　2日目：富良野市内「新富良野プリンスホテル」 
■申込金／30,000円（旅行代金に充当いたします。） 　■申込締切日／2021年6月8日㊋
■利用バス会社／エルム観光バス

旅行代金

出発日

１日目　小樽市内 ２日目　富良野

美瑛・富良野
旭山動物園
イメージ

❶旅行期間中、ツアー参加者には毎日検温チェックと体調管理を行います。
❷感染症予防対策を万全に行っている施設へご案内いたします。
❸お客様へのお願いとして、旅行中マスク着用やソーシャルディスタンス確保にご協力ください。
　また、旅行前に当社が用意する健康チェックシートにてお客様の体調を確認させていただきます。
    ※37.5℃以上の熱があるなど、感染の疑いがある場合、旅行参加をお控え願います。

新型コロナウイルス 感染防止対策ガイドライン
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、様々な取組みを行なっています。お客様の安全・安心の確保のため、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

ご協力賜りますよう
お願い申し上げます。

 大人気の動物園ホッキョクグマが待っています！

かわいいペンギンや　　　

小樽運河

旭山動物園
ファーム冨田

JRで行く

旭山動物園と

大人お1人様大人お1人様 2名様1室洋室利用2名様1室洋室利用

外観イメージ 外観イメージ

風呂イメージ 風呂イメージ客室イメージ 客室イメージ

新富良野プリンスホテル新富良野プリンスホテルオーセントホテル小樽オーセントホテル小樽

（夕食は自由食、寿司屋通りで各自お楽しみ下さい。）

特急北斗号 新幹線・JR線

で行く

ご旅行前の安心! ツアー参加者全員に 新型コロナウィルス抗原検査キット『ICheck』付！

抗原検査キット『ICheck』は、新型コロナウィルスの抗原の有無について唾液を使った検
査により、最短約15分で調べることができます。場所を選ばず自宅での検査が可能です。
ご旅行出発前に抗原検査を実施して安心して観光できるツアーを企画しました。

新型コロナウィルス抗原検査キット
『ICheck（アイチェック）』


