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男鹿のナマハゲ行事に
参加しよう!

出発日 12月31日㈫限定

●基本代金／東京駅発着 おとな（こども）お一人様　

●貸切バス会社／秋田中央交通
●食事条件／朝食：1回・昼食0回・夕食1回
●宿泊／セイコーグランドホテル　

※グループ全員が同一の発着駅ご利用となります。複数駅乗車できません。
※小山・宇都宮発着の場合、仙台駅まで（から）は「やまびこ」号のご利用となり、
　仙台駅から（まで）「こまち」号をご利用ください。
　この場合、仙台駅では改札の外に出ることはできません。

セイコーグランドホテル
目の前に樹海が広がる源泉かけ流しの露天風呂がおすすめ。

●部屋／風呂・トイレ付和室（定員6名）
●食事／［朝食］コンベンションホール
　　　　（和バイキング）
　 ※宿泊人数により和定食となる場合があります。

セイコーグランドホテル（イメージ）セイコーグランドホテル（イメージ）

行　程

12/31
（火）

1/1
（水・祝）

指 指定席 自 自由席

秋田新幹線こまち 指

秋田新幹線こまち 指

普通列車

お客さま負担
貸切バス上野・大宮

小山・宇都宮

自 なまはげ館・
男鹿真山伝承館

地域でのナマハゲ行事に同行して参加

早めの夕食
（お食事処）

秋 

田
男 

鹿東京( ）
21：30頃着17：00～17：30頃着 21：00頃着※地域の方が演ずるナマハゲ役を体験できます。（成人男子のみ）

※年越しそばの提供があります。（22：00まで）ただし、気象条件、
　道路状況、その他によりホテルの到着が遅れた場合、提供でき
　ないことがあります。

13：45頃発
14：30頃着 15：30頃発

餅つき体験、お餅の振る舞いがあります。

16：00頃着

普通列車自

JR線  新幹線

セイコーグランドホテル

ホ
テ
ル

男鹿 秋 

田

お客さま負担

お客さま負担

バス

上野・大宮
小山・宇都宮 東京( ）

販売店様へ

食 事

朝昼夕
××◯

朝昼夕
◯××

1泊2日限定

男鹿のナマハゲ
行事に参加する!
特別企画ツアー

ホテル宿泊
1泊朝食付

往復のＪＲ券

※写真は全てイメージです。

お申込みはびゅうプラザ、びゅう予約センターへお申込みください。 

男鹿のナマハゲ行事に参加しよう! A9110-01

ユネスコ無形文化遺産
大晦日特別企画！
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秋田新幹線こまち
（イメージ）

●発着駅による差額（往復） 上野駅 差額なし　大宮駅 800（400）円引
　　　　　　　　　　　　小山駅・宇都宮駅 2,400（1,200）円引

4名以上

3名

2名

83,100（57,200）円
JR+宿泊コース（東京駅発着）1室利用

85,400（58,800）円
87,700（60,400）円 ―

9：00、10：20、12：16発の列車に合わせて
迎え
送り

２日前までに要予約（選択質問）予約
男鹿駅
より送迎あり
※送迎時刻は変更となる場合がございます。予約の際ご確認ください。
※年末・お正月イベントもあります。
　詳しくは、セイコーグランドホテルHPをご覧ください。

2名様よりお申込みいただけます。

普段は参加できない
大晦日の夜に行われる
「ナマハゲ行事」。
地元の方と一緒に体験!

普段は参加できない
大晦日の夜に行われる
「ナマハゲ行事」。
地元の方と一緒に体験!

観光券　男鹿市観光協会を予約する際、ナマハゲ役希望の旨、お名前とともにMS入力。（例）ナマハゲヤクキボウ。オガタロウMR。販売店様へ

R27932260-00 企 10

●JRコース選択差額／おとな（こども） お一人様
JRコース選択
1
2
男鹿駅利用
秋田駅利用

差額なし
400（200）円引

往路／復路

差額（片道あたり）
3,800円（片道）
（おとな・こども同額）

東京ー秋田

※男鹿駅利用コースの
場合のみ

秋田駅

15：00 11：00（通常10：00）



なまはげ館（イメージ）なまはげ館（イメージ）

着冬10 A9110-01

旅行企画・実施

受託販売・協賛

観光庁長官登録 旅行業第1135号 東京都墨田区錦糸3-2-1 一般社団法人日本旅行業協会 正会員

東京都知事登録 旅行業第2-2743号 東京都渋谷区代々木2-2-2    一般社団法人日本旅行業協会  協力会員

この旅行契約に関してご不明な点がありましたら、ご遠慮なく営業所の総合（国内）旅行業務取扱管理者におたずねください。
旅行契約に係る業務を行う営業所名、所在地及び旅行業務取扱管理者の氏名は、別にお渡しする詳細旅行条件書にてご確認ください。

（1）東日本旅客鉄道株式会社・株式会社びゅうトラベルサービス・北海道旅客鉄道株式会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、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、
お客さまがお申込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のサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。この他各社及び受託旅行業者では、【1】会社及び提携する
企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い 【3】各種アンケートのお願い 【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。

（2）各社は、各社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、各社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。各
社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。

個人情報の
取扱いについて

□企 マークのある
各コース

ご旅 行 条 件（ 要 旨 ） お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください
（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面及び同法第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、株式会社びゅうトラベルサービス（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この
旅行条件は、当パンフレットに記載されている条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及
び別途お渡しする旅行条件書、最終日程表によります。
1.　旅行のお申し込み及び契約成立
（1）当社所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、又は違約料の一部として取扱います。
（2）当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の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（当社の定めた期間内）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）当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びクーポン券の宅配を希望される場合は前
（1）～（3）によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載する通信契約の条件によります。

（5）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日目に当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日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める
　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いたしません。

　この旅行条件は2019年11月1日を基準としています。又、旅行代金は2019年11月1日現在の有効な運賃･規則を基準と
しています。

旅　行　代　金 お　申　込　金
1万円未満　
1万円以上3万円未満
3万円以上6万円未満
6万円以上10万円未満
10万円以上

3,000円
6,000円
12,000円
20,000円

旅行代金の20％

　旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取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、ご参加のお客様からは1室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
　（１） 下記（２）～（４）以外の場合及び各コースに右のマークの記載がある場合

　（２） 宿泊のみのコース及び各コースに右のマークの記載がある場合

　（3） 下記のマークの記載がある場合

　（4） 各コースごとに定められた取消料の明記がある場合は、それぞれに記載された取消料を適用します。
5.　旅行代金の基準
　

6.　詳しい旅行条件は係員におたずねください。

取 消 料旅 行 契 約 の 解 除 日

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

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日目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旅行開始日当日の解除（⑥を除く）
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加

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%

旅行代金の50%
⑤旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

旅行代金の20%

取消人員14名以下の場合
無料

取消人員15名以上の場合
旅行代金の20%

取 消 料旅 行 契 約 の 解 除 日

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

①6日目にあたる日以前の解除

②5日目にあたる日以降の解除（③～⑤を除く）

③3日目にあたる日以降の解除（④～⑤を除く）
④当日の解除（⑤を除く）

無料

4.　取消料

JR＋宿泊 現地発着プラン宿泊のみ 日帰り オプショナルプラン

取消料はかかりません。ただし予約をされているプランは事前に取消の連絡が必要となります。
無連絡の場合は取消料が請求される場合があります。

取消料
なし

この表記のあ
るコースも左
記の料率を適
用します

取消料

取消料

この表記のあ
るコースも左
記の料率を適
用します

■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無いようご協力をお願いします。
■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。
　その為、終了時刻も地区ごとに異なります。
■小雨決行（雪に備えた服装は各自でご準備願います）
■積雪がある場合、滑りやすくなりますので、履物にご注意ください。

お願い お申込みにあたり、以下ご了承願います

こちらのパンフレット掲載商品のお申し込み先
電話申込 ご予約はご出発の10日前まで承ります（一部コースを除く）

※電話番号はお間違いのな
いようにおねがいします。

びゅう旅行商品の
予約専用ダイヤル

インターネット申込

※予約可否は24時間以内に回答いたします。
※インターネットでのご予約、掲載については一部扱っていない商品がございます。詳細は上記アドレスよりご確認ください。

※ご予約のお客さま（ご指定の住所）への一括お届けとなります。各同行者への送付はいたしません。変更・取消の場合は、びゅう予約セ
ンターへクーポンをご郵送いただきます（送料はお客さま負担）。駅・びゅうプラザ等でのお取扱いはできませんのでご了承ください。

ご予約いただいたご本人名義のクレジットカードでご決済
※与信などの理由で決済ができない場合、通信契約を解除し、
　取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

お近くのコンビニエンスストアでご決済（一部店舗を除く）
※予約申込後、支払期日までにお支払いがなかった場合は、
　自動的にキャンセルになります。

クレジットカードまたはコンビニエンスストアで旅行代金をお支払い（１回払いのみ）

お申し込みはご出発の
10日前の17：00まで承ります（一部コースを除く）

www.eki-net.com/travel/びゅう

※電話申込の場合は、ご予約の後「びゅうプラザ」にて旅行代金のご精算・クーポンのお受け取りをいただくことも可能です。この場合、ご来店いただく店舗を
予めご指定いただき「ご予約から４日以内で出発の５日前まで」にお手続きいただきます。また、びゅうプラザでもクレジットカードでのお支払いができます。

（株）びゅうトラベルサービス  びゅう予約センター東京　東京都台東区上野7-1-1　総合旅行業務取扱管理者 清水 ちづる

※一般固定電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 ※一部エリアからはかかりません。
携帯・PHS・IP電話・ひかり電話・公衆電話からは　　　03（3843）2001

営業時間 【平日】9：30～18：00 【土曜・休日】10：00～18：00（年末年始休業）

郵便（レターパックプラス）
等で受取り（送料無料）

JR東日本の
主な駅にある
「びゅうプラザ」

またはクーポン
受取りは

郵便（レターパック
プラス）等で受取り
（送料無料）

JR東日本の
主な駅にある
「びゅうプラザ」

または
※一部対象外の商品があります。

クーポン受取りは

●特に表記がない限り、おとな1名を含む2名様以上でお申し込みください（乳幼児は人数に含まれません）。 
●最少催行人員2名（一部コースを除く）。
●パンフレット内の列車時刻等運輸機関の運行時刻、施設情報、観光情報等については、2019年11月1日現在のものとなります。
ダイヤ改正等の事情により変更となる場合がございますので出発前にご確認ください。


