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■ご旅行日次　2018年10月21日（日）
■募 集 定 員　26 名様 （最少催10名様）
　※定員に達し次第、予告なく受付終了
　　となりますので予めご了承ください。

■添　乗　員　阿仁合駅から阿仁合駅まで1名同行します。
■ご旅行代金　大人9,300円（税込み） 　小学生8,800円（税込み）

■持 ち も の　雨具、両手が使えるバック、帽子、手袋、飲み物、
 　　　  スマートフォン（カメラ機能のあるもの）　
■服　　　装　動きやすく防寒できる服装（吸汗・速乾性のあるもの）

　　　　　　　歩きやすい靴

行程・プログラム

内陸線

大人女子プロジェクト

2 0 1 8 秋

ご注意ください　当商品は女性向けツアーとなります。
男性のみでのお申し込みはできませんので予めご了承ください。

ご旅行代金に含まれるもの
内陸線ホリデーフリーきっぷ（AまたはB）代・講座受講代・
体験＆ランチ代・添乗員経費・乗り合いタクシー代・ガイド代・
国内旅行総合保険(救援者費用付）・諸税
※内陸線ホリデーフリーきっぷで急行列車ご利用の場合は、別途
　急行料金が必要になります。

旅行企画・実施
秋田内陸縦貫鉄道（株） 秋田内陸線旅行センター
一般社団法人全国旅行業協会保証社員　秋田県知事登録　旅行業第2-55号

お申込締切日  10月16日（火）
※最少催行人員に満たない場合は
10月17日までにご連絡いたします。

内陸線女子代表　折笠やすこプロデュース
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人気女性ガイド大川美紀がご案内します！第
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初心者のための

スマホ写真 講座
　

安の滝 の楽しみ方

初心者のための

スマホ写真 講座
講師：Photo Office-K  コンドウダイスケ

安の滝 の楽しみ方
講師：森吉山ガイドクラブ 大川美紀

山の幸と旬の味覚をぎゅっと詰め込んだ
地元のお母さん手作りのお弁当です。
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ご旅行条件（要旨）ご参加の皆様へ このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。）
このご旅行は、秋田内陸縦貫鉄道(株)（以下「当社」といいます。）が、企画・募集する企画旅行
です。この旅行条件は当パンフレットに記載されているほか、下記の旅行条件と当社旅行業
約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
１．旅行のお申し込み及び契約成立
（１）当社指定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人様につき）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、又は違約金の一部として取り扱い
ます。
（２）当社は、電話、郵便、ファクシミリ、その他通信手段による予約のお申し込みを受け付け
します。この際、ご予約の時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知し
た翌日から起算して3日以内（当社が定めた期間内）にお申込書とお申込金を提出していた
だきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取
り扱います。
（３）企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理したときに成立するもの
とします。
（４）お申込金（お一人様）

２．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日より前にお支
払いいただきます。旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降に
お申し込みの場合は、旅行開始日前の当社の定める期日までにお支払いいただきます。
３．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、旅行業取扱料金及び消費税等諸
税を含んでいます。なお、上記の経費はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻
しは致しません。
４．取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合に旅行代金に対してお一人様
につき下記の料率で取消料をいただきます。

５．旅行日程、旅行代金の変更
当社は、天変地異、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件、その他やむをえ

個人情報の取り扱いについて
当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お
客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行におい
て運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらサービスの受領のための手続きに必
要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、会社及び提携する企
業の商品及びサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、
各種アンケートのお願い、お客様の次回お申し込みの際の簡素化、特典サービスの提供等にお客
様の個人情報を利用させていただくことがあります。
なお、当社の個人情報保護に関するポリシーにつきましては、当社ホームページ
（http://www.akita-nairiku.com/）「個人情報保護方針」をご参照ください。

旅行代金   お申込金額
1万円未満     3,000円
1万円以上3万円未満   6,000円
3万円以上6万円未満 12,000円
6万円以上10万円未満 20,000円
10万円以上   旅行代金の20%

旅行契約の解除日    
①21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11日目） 
②20日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては10日目） 
　（③～⑥を除く）
③7日前にあたる日以降の解除（④～⑥を除く）   
④旅行開始日の前日の解除    
⑤旅行開始日の当日の解除    
⑥旅行開始後の解除、又は無連絡不参加   

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

取消料
無料
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%

ない事由により、旅行日程を変更する場合があります。また、定められた日程が変更され、その
結果変更後の代金が当社代金を超えた場合は、その差額をお支払いいただきます。なお、お客
様のお申出により旅行内容を変更する場合は、別途所要費用をいただきます。
６．特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、生命、財産、身体ま
たは手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補填補償規定により、一定の補
償金及び見舞金を支払います。
７．旅行代金の基準
この旅行条件は2018年8月1日を基準としています。又、旅行代金は2018年8月1日現在
の有効な運賃・規則を基準としています。詳しい旅行条件は係員におたずねください。

秋田内陸縦貫鉄道株式会社 行き　　ＦＡＸ：0186-82-3793

お申込み
代表者様

ご参加
人数

ご住所

ご連絡先

ＦＡＸ専用　ご参加申込書

郵便番号

その他のお電話番号ＦＡＸ番号

様
大　人 名様フリガナ

フリガナ

携帯電話お電話番号

安の滝（やすのたき)：中ノ又（なかのまた）渓谷上流部に位置する落差90ｍ
の２段構造の滝で、晴れた日の午後は秀麗な滝と紅葉の彩りに虹が架かる
幻想的風景がみられます。お互いに金山で働き、想いを重ねていたヤスと
久太郎（きゅうたろう）の悲恋伝説が有名です。

秋の、鮮やかに色づいた森吉山。安の滝までトレッキングしな
がら、その鮮やかな景色をスマホで写真に収めてみませんか？
写真を撮るコツから綺麗に仕上げることのできるアプリまで、
プロが丁寧にご案内します。

小学生 名様

　講師：森吉山ガイドクラブ　
　　　　　　　　大川美紀
大館市出身、在住。旅行業を経て日
本山岳ガイド協会認定登山ガイド・
ステージⅠを取得。

地域と地域をつなぐ内陸線が、あなたと秋田をつなぎます。それは素敵な自分に出会う旅。
内陸線♡大人女子プロジェクトに参加して、秋田のこと、自分のこと、もっと知ってみませんか？
「自分磨き」「新しい価値観」「自分へのご褒美」の３つをテーマに、素敵な大人を応援します。

内陸線

大人女子プロジェクト

2 0 1 8 秋

初心者のためのスマホ写真講座

安の滝の楽しみ方

お楽しみランチ「マタギ弁当」

秋田内陸縦貫鉄道（株）秋田内陸線旅行センター
〒018-4613　秋田県北秋田市阿仁銀山字下新町41-1　http://www.akita-nairiku.com

旅行企画　一般社団法人全国旅行業協会保証社員
実　　施 　 秋田県知事登録　旅行業第2-55号

お申込み
お問い合わせは

秋田内陸縦貫鉄道（株）　本社 運輸部　☎ 0186-82-3231（平日9:00～17:00）　Fax 0186-82-3793

秋田県北秋田市松葉町3-2
総合旅行業務取扱管理者 藤原文雄

フォトトレッキング紅葉の安の滝

山の幸と旬の食材をぎゅっと詰め込んだ
地元のお母さん手作りのお弁当。
お品書き　五目ご飯（比内地鶏入り）、馬肉煮込み、
の 一 例　 岩魚のから揚げ、山菜（ぜんまい・ミズ）、
　　　　　香の物 いぶりがっこ、栗など

※お弁当の内容は変わる場合があります。

第
３
弾 やすやす

安の滝は紅葉がすごくきれいに色づく場所で、特に赤い紅葉と
迫力ある滝の組み合わせが映えます。
コースの途中にもご紹介したいスポットがたくさんあります。
念願だったコンドウさんとのコラボ企画が、今から楽しみで
しょうがないです。

　講師：Photo office-K
　　　　コンドウダイスケ
Photo Office-K代表。広告、観光分
野の写真を中心に活動。
ライフワークでは舞台写真や東北
の伝統工芸に関わる人々を撮影。


