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「体感！冬の「体感！冬のナマハゲナマハゲ20202020」」参加参加ツアー
◆出 発 日：2020年1/18(土)・19(日)・25(土)・26(日)・2/1(土)・2(日)
◆募集人員：１泊２日プラン/日帰りプラン 各２０名(最少催行人員：１泊１０名/日帰り１５名)
◆ご旅行代金：■１泊２日プラン(２名１室利用料金)：大人18,500円・小人13,500円
（お一人様・税込） ※セイコーグランドホテルご利用の基本料金となります。その他ホテル希望は下記表にてご参照下さい。

■日帰りプラン：大人5,900円・小人4,900円
※ご利用ホテル：セイコーグランドホテル又は男鹿観光ホテル

◆食事条件(１泊コース：朝１回・昼０回・夕１回 / 日帰りコース：朝0回・昼０回・夕１回)
◆添乗：係員が同行します。 ◆利用バス会社：秋田観光バス

1

日次 日 程 ●入場観光 ◎下車観光 ○車窓 ・・・・・徒歩 ＝＝＝＝バス

１
日
目

13:00 14:30 15:30 16:00 17:45 17:50
秋田東口駅 ＝＝ 里暮らし体験塾 ＝＝＝＝＝ ・・・・・・・・男鹿温泉郷

◆日帰りの方は18:00～20:00の間で夕食・入浴をお楽しみ下さい。
◆宿泊の方はイベント終了後、夕食・入浴とゆっくりとお寛ぎ下さい。 男鹿温泉郷(20:00)＝＝＝＝秋田駅(21:30予定)

【宿泊ホテル】申し込みの際は下記ホテルよりお選び下さい。なお、満室の場合もございますのでご了承下さい。
・セイコーグランドホテル ・男鹿観光ホテル ・男鹿萬盛閣 ・元湯雄山閣 ・温泉旅館ゆもと

２
日
目

09:00 09:45 10:45 10:50 11:30 13:00
男鹿温泉郷 ＝＝＝＝ ●大龍寺(冬の庭園見学・座禅体験) ＝＝＝＝ ◎道の駅おが ＝＝＝＝ 秋田駅

●男鹿温泉郷交流館五風
「体感！冬のナマハゲ2020」

ナマハゲが山から下りてくる様子をご覧いただいたり太鼓の演
奏やじゃんけん大会などの楽しい催しを沢山準備してお待ち
しております。※オプションでナマハゲ体験も可能です。

★専用ブースにて女将さん達によるお酒の振る舞いコーナー
(有料)もございます。

15時のおやつ
手作り体験！

【基本料金差額(税込)※大人・小人同額】
ホテル名 １名利用 ２名利用 ３名利用 ４名利用 ５名利用 ６名利用

ｾｲｺｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ※要相談 ０円 ０円 -１,０００円 -１,０００円 -１,０００円

男鹿観光ホテル ※要相談 -１,０００円 -１,０００円 -２,０００円 -２,０００円 ご利用できません

男鹿萬盛閣 +１,０００円 -１,５００円 -２,０００円 -２,０００円 -２,０００円 -２,０００円

元湯雄山閣 ご利用できません +３,０００円 +３,０００円 +３,０００円 +４,０００円 +４,０００円

温泉旅館ゆもと +１,０００円 -１,５００円 -２,０００円 -２,０００円 -２,０００円 -２,０００円

【オプショナルプラン】

ナマハゲとしてイベント（一部）に参加できます。

料金５,０００円(税込)

※ナマハゲ伝導士認定者は１,５００円引！

※全日先着５組様限定！

【旅行企画実施】
（一社）男鹿市観光協会ＤＭＯ推進室
Tel：0185-47-7787 / Fax：0185-24-4800
e-mail：ogakkdmo＠gmail.com
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66－1（男鹿市役所内）
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

新・秋田の行事in男鹿２０１９開催記念

日帰りの方も安心！
貸タオルセット付



＜旅行条件(要約)＞ 必ずお読みください
◆お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込ください。

 旅行代金に含まれるもの
(1) 各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、

宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2) パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。

これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
旅行代金に含まれないもの

上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。
(1) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス

料。
(2) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
 国内旅行保険への加入について
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加
害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死
亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細
については、お問合せください。
 個人情報の取扱について
(1) 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と

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サービスの手配及びそ
れらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等
を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜
のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊
機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名
に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。

(2) 当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個
人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の
必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当
社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

(3) その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書(全文)の「個人情報の取扱い」をご参照下さ
い。

 募集型企画旅行契約
のこ行旅は 一般社団法人男鹿市観光協会(秋田県男鹿市 秋田県知事登録旅行業2-46 号。下以」社当「ういと )が

画企・ 実施 るす行旅りあで、のこ行旅に加参おるれさ様客は社当と約契行旅画企型集募 ( 下以」約契行旅「いと
う) を結締すまりなにとこるす。たま、件条行旅は、記下かほるよに、途別お渡るすし ご書件条行旅(文全) 、出

前発おに渡るすし表程日終最と称るす及面書定確び約契行旅画企型集募款約業行旅社当の部すまりよに。
 旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1) 所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(3) 申込金：ご旅行代金全額
 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日まで
に）にお支払ください。
 取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載されている金額を取消料として申し受け
ます。

日
帰
り
プ
ラ
ン

契約解除の日 取消料（お１人様）
旅行開始日の前日
から起算してさか
のぼって

1．11日目にあたる日以前の解除 無料

2．10日目にあたる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の 20％

3．7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く） 旅行代金の 30％

4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％

5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の 50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

１

泊

プ

ラ

ン

契約解除の日 取消料（お１人様）
旅行開始日の前日
から起算してさか
のぼって

1．21日目にあたる日以前の解除 無料

2．20日目にあたる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の 20％

3．7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く） 旅行代金の 30％

4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％

5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の 50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

【お申込み・お問い合せ先】
(一社)男鹿市観光協会ＤＭＯ推進室
TEL：0185－47－7787 FAX：0185－24－4800 E-ｍail：ogakkdmo@gmail.com 
住所：秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1(男鹿市役所内)

(営業時間 ) 月～金曜日 8 : 3 0～1 7 : 1 5 土・日曜・祝祭日は休業国内旅行業務取扱管理者：佐藤 豊
※国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に不明な点がございましたら、遠慮なく上記の国内旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

体感！冬のナマハゲツアー申込書

ご希望出発日
希望日に○印を記入
お願いします。 1/18(土) 1/19(日) 1/25(土) 1/26(日) 2/1(土) 2/2(日)

ご希望コース □日帰りプラン □１泊２日プラン ※ご希望プラン□にレ点して下さい。

ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 性別 ご住所

代表者ご氏名 □男性
□女性

〒

電話番号 Ｅ-mail

宿泊ホテル
第1希望 第２希望 第３希望 オプショナルプラン

□申込する ➡ □伝道師資格あり
□申込しない □伝道師資格なし

➀同行者(ｶﾀｶﾅ)
年齢 性別 オプショナルプラン

□男性
□女性

□申込する ➡ □伝道師資格あり
□申込しない □伝道師資格なし

②同行者(ｶﾀｶﾅ)
年齢 性別 オプショナルプラン

□男性
□女性

□申込する ➡ □伝道師資格あり
□申込しない □伝道師資格なし

➂同行者(ｶﾀｶﾅ)
年齢 性別 オプショナルプラン

□男性
□女性

□申込する ➡ □伝道師資格あり
□申込しない □伝道師資格なし

※お申込みはＦＡＸ又はメールにてお願いいたします。
※枠が不足する場合はコピーをしてご利用下さい。

お申込み締切：各出発日１週間前迄


