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旅行
企画
実施

男鹿で最もプレミアムな体験を

出

　発

　日

12/31 月

旅 

行 

代 

金
23,000円

2名様以上1室利用（1名様でのお申込みは
男女別相部屋となります）。1泊2食。

12/19 水

定
員 15名 ※先着順とさせていただきます。

消費税込。集合場所までの交通費は各自でご負担となります。

旅 

行 

条 

件

●利用バスまたはタクシー会社／秋田観光バス（株）
　または浮田産業交通（株）。
●添乗員・バスガイド／同行しません。
　※出発から到着まで係員がご案内いたします。
●本ツアーはモニターツアーとなりますので、
　写真撮影等を実施し、今後、メディアへの
　提供及びインターネット等で紹介します。
●小雨決行（雪に備えた服装は各自）。
●入館料及び体験料、食事（朝食1回・夕食1回）
　は旅行代金に含まれます。

申  

込  

方  

法

裏面に必要事項を記載し、FAX
またはE-mailでお申込み下さい。
F  A  X︓0185-24-4800
E-mail︓ogakkdmo@gmail.com

24時間申込OK︕

お願い（お申込みにあたり、以下、ご了承願います。）
●本ツアーは行事を実施する団体に同行して見学いたします。一部ご家庭では、家の中でご見学いただける場合があります。
●地域のご家庭を回る行事ですので、写真や動画の撮影時にはご配慮願います。
●本行事は地域では大切にされている行事です。ご見学の際は行事の進行等に影響がないよう、ご協力をお願いいたします。
●地区の実情により、その地区に応じてナマハゲ行事の実施方法が異なります。

ユネスコ無形文化遺産登録記念

大晦日に行われる

行事を体験する︕
プレミアムツアー︕

男鹿のナマハゲ

限定募集

１泊付
プラン

※定員に達し次第募集締切

大人気︕ナマハゲ手袋プレゼント（新 Ver. スマホ対応︕）

締　切

宿泊場所 汐瀬旅館

13︓20 JR男鹿駅集合…なまはげ館・男鹿真山伝承館…早めのご夕食＝門前地区のナマハゲ行事に同行
して体験＝21︓00 汐瀬旅館（泊）

１日目 食事／朝 × 昼 × 夕〇

9︓40 汐瀬旅館…10︓05 JR男鹿駅解散２日目 食事／朝〇 昼 × 夕 ×

…

… バスまたはタクシ―　　＝ 徒歩

※ご旅行代金の一部はナマハゲ
　行事の保存伝承のため、受入
　団体にお渡しいたします。

大人お一人様

※小学生以下 15,000 円

※10名以上で催行いたします。



男鹿で最もプレミアムな体験を︕
大晦日に行われる男鹿のナマハゲ行事を体験するプレミアムツアー

FAXまたはE-mailでお申込み下さい。 F  A  X︓0185-24-4800
E-mail︓ogakkdmo@gmail.com申込先／（一社）男鹿市観光協会 DMO 推進室

代表者ご氏名

性　別

代表者ご住所

電話番号

人数／部屋

年　齢

このお申込み書は　　　　　　　　　　  専用です。

〒

男性　　  女性
✓してください。

同行者 氏名

申込区分

男  　女 年齢

１泊付
プラン

『１泊付プラン』

申込区分

✓してください（1 つだけ選択してください）。

ナマハゲ役をやってみたい（成人男性のみとさせていただきます。見学も含む。）

ナマハゲ以外の役割で行事を手伝いたい（見学も含む。）

実施団体に同行して見学のみを行いたい

名　　　室

✓してください（1 つだけ選択してください）。

ナマハゲ役をやってみたい（成人男性のみ。見学も含む。）

ナマハゲ以外の役割で行事を手伝いたい（見学も含む。）

実施団体に同行して見学のみを行いたい

同行者 氏名

申込区分

男  　女 年齢

✓してください（1 つだけ選択してください）。

ナマハゲ役をやってみたい（成人男性のみ。見学も含む。）

ナマハゲ以外の役割で行事を手伝いたい（見学も含む。）

実施団体に同行して見学のみを行いたい
●注意事項
　　当日は雪の可能性がありますので、防寒対策や雪に適した履物をご準備願います。
●欄が不足する場合、複写してご利用ください。
●キャンセルの場合は必ずご連絡ください。
　　キャンセル料︓▼３日前まで︓無料　 ▼前日︓40％ 　▼当日︓50％ 　▼当日（不連絡）︓100％
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田県 男鹿市 DMO
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田県 男鹿市 DMO

（一社）男鹿市観光協会
秋田県知事登録旅行業 第2-46号 国内旅行業務取扱管理者／佐藤豊

〒010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町1-1
TEL︓0185-47-7787
FAX︓0185-24-4800
Mail︓ogakkdmo@gmail.com

DMO推進室
日本版ＤＭＯ候補法人

旅行
企画
実施

男鹿で最もプレミアムな体験を

JR男鹿駅集合

13:20

事前学習
なまはげ館
男鹿真山伝承館

早めのご夕食 １地区のナマハゲ
行事に同行、体験

JR男鹿駅又は
最寄り駅解散

出

　発

　日

12/31 月

旅 

行 

代 

金
18,000円
お一人様（大人・子ども同一料金）

12/19 水

定

　員 15名 ※5名様以上で催行いたします。
※先着順とさせていただきます。

消費税込。集合場所までの交通費は各自でご負担となります。

旅 

行 

条 

件

申  

込  

方  

法

裏面に必要事項を記載し、FAX
またはE-mailでお申込み下さい。
F  A  X︓0185-24-4800
E-mail︓ogakkdmo@gmail.com

24時間申込OK︕

お願い（お申込みにあたり、以下、ご了承願います。）
●本ツアーは行事を実施する団体に同行して見学いたします。一部ご家庭では、家の中でご見学いただける場合があります。
●地域のご家庭を回る行事ですので、写真や動画の撮影時にはご配慮願います。
●本行事は地域では大切にされている行事です。ご見学の際は行事の進行等に影響がないよう、ご協力をお願いいたします。
●地区の実情により、ナマハゲが訪れる世帯数や実施方法が異なります。そのため、終了時刻も地区ごとに異なります。

・・・ ・・・バス移動 バスまたはタクシー移動 ・・・バスまたはタクシー移動

発 20︓30頃着

ユネスコ無形文化遺産登録記念

大晦日に行われる

行事を体験する︕
プレミアムツアー︕

男鹿のナマハゲ

限定募集

日帰り
プラン

・・・バスまたはタクシー移動

※定員に達し次第募集締切

大人気︕ナマハゲ手袋プレゼント（新 Ver. スマホ対応︕）

締　切

※ご旅行代金の一部はナマハゲ
　行事の保存伝承のため、受入
　団体にお渡しいたします。

日帰り。夕食付き。
●利用バスまたはタクシー会社／秋田観光バス（株）
　または浮田産業交通（株）。
●添乗員・バスガイド／同行しません。
　※出発から到着まで係員がご案内いたします。
●見学地区はご選択いただけません。
●本ツアーはモニターツアーとなりますので、
　写真撮影等を実施し、今後、メディアへの
　提供及びインターネット等で紹介します。
●小雨決行（雪に備えた服装は各自）。
●入館料及び体験料、食事（朝食1回・夕食1回）
　は旅行代金に含まれます。
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