GO TOトラベル事業支援対象
あおもりくるま旅キャンペーン対象

A to Z Memorial Dogと

弘前れんが倉庫美術館

あおもり犬を巡る旅

「あおもり犬」

行 程
（6時間コース）

※画像は全てイメージです

常設展示中！

11:30
青森県観光物産館
アスパム
タクシー
約60分

12:30

弘前れんが倉庫
美術館
タクシー
約60分

14:30

青森県立美術館

青森県立美術館
※オプションでガイド付きで
見学できます（要問合せ）

タクシー
約10分

15:40

三内丸山遺跡
タクシー
約25分

16:50

クリスマスマーケット
inアスパム

■出発日：2020年12月11日～13日、12月16日～21日、12月23日～25日 ■出発時間：11：30 ■所要時間：約6時間
■食事：なし ■添乗員：同行しません ■最小催行人員：2名 ■運航会社：三八五観光タクシー
■料金に含まれるもの：タクシー代、弘前れんが倉庫美術館入館料、青森県立美術館入館料、三内丸山遺跡入場料
■旅行代金・給付額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり）／大人･小人同額（小型タクシー利用）
GO TOキャンペーン割引額積算
旅行代金（A）

１名料金（２名様利用）
16,000円／人

旅行代金への給付金（B）

5,600円／人

地域共通クーポン

2,000円／人

お支払い実額（A-B）

10,400円／人

1台あたり金額1人10,400円×2名＝20,800円/台

さらに！！！！
あおもりくるま旅キャンペーンで
1台5,500円割引いたします。
１台あたり 割引前 20,800円(税込)
割引後 15,300円(税込)

【旅行企画・実施】公益社団法人青森県観光連盟 青森県知事登録第２－１５７号 全国旅行業協会正会員 青森県青森市安方一丁目１番４０号

【注意事項】
・旅行代金に食事代は含まれません。
・交通事情等により所要時間が変更となる場合があります。ご了承ください。また、諸般の事情により中止
する場合があります。
・このプランは小型タクシーのご利用となり、１台あたり２名までご乗車いただけます。
・屋外の見学場所もありますので、暖かい服装でご参加ください。
・コース行程は青森県観光物産館アスパムで終了し、クリスマスマーケットinアスパムは自由見学となりま
す。
・感染症対策のため、タクシー１台につき２名様迄のご乗車とさせていただきます。２名様以上でお申込み
の場合、別車両に分かれてのご出発となります。予めご了承ください。
・タクシーでは乗務員の検温・手指消毒・マスク着用、換気、車内消毒等の感染症対策を行っております。
・感染症対策のため、現地ではマスクの着用をお願いいたします（タクシー車内含む）。

１．この旅行はGo To トラベル事業の支援対象です。
２．旅行代金からGo To トラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。10月1日以降出発の旅行に関
しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
３．給付金の受領について 国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様
に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただく
こととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGoTo
トラベル事務局による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。

ご旅行条件書

（抜粋）

お申込みの際には、詳しい国内募集企画旅行条件書(全文）をお受け取りいただき、
必ず内容を事前にご確認のうえお申し込みください。

1.募 集 型 企 画 旅 行 契 約

（3）当連盟は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービス 6.お客さまからの旅行契約の解除
の内容、旅行代金その他の旅行条件及び当連盟の責任に関する事項を記載した お客さまはいつでも次に定める 取消料（お一人様につき）を お支払いいただいて旅

この旅行は、公益社団法人 青森県観光連盟（以下「当連盟」という）が企
画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当連盟
と企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契

書面（以下「契約書面」という）をお客さまにお渡しします。
行契約を 解除する ことができます。この場合、既に収受している 旅行代金（ある いは
（4）お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直 申込金）から所定の取消料を 差し引き払戻しいたします。申込金のみで取消料がまか

約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されて
いる条件のほか、下記条件、最終日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画
旅行契約の部）」によります。

ちにできない場合、当連盟ははその旨を説明し、お客様の承諾を得て、お客さ
まが「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努
力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、

なえないときは、その差額を 申し受けます。（なお、表でいう取消日とはお客さまが当
連盟及び旅行業法で規定された「委託営業所」(以下当連盟ら)といいます）のそれぞ
れの営業日、営業時間内に取消する 旨を お申し出いただいた時を 基準とします。）

「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当連盟
は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立と

2.旅 行 の 申 し 込 み
(1)申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金又は旅行代
金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料
のそれぞれの一部として取り扱います。

なり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当連盟がその予
約可能通知の前にお客さまから「ウェイティング登録」の解除の申し出があっ
た場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当連盟
は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了

（2）当連盟は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予 を保証するものではありません。
約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は ４ . 通 信 契 約
成立しておらず、当連盟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 当連盟又は当連盟の募集型企画旅行を当連盟を代理して販売する会社が提携す
に申込書と申込金を提出していただきます。
るクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード会員（以

契約解除の日
旅行開始 ①６日目にあたる日以前の解除
日の前日 ②５日目にあたる日以降の解除
から起算 （③～⑤を除く）
してさかの ③３日目にあたる日以降の解除
ぼって （④～⑤を除く）
④当日の解除
（⑤を除く）
⑤旅行開始後の解除または
無連絡不参加

取消料（おひとり様）
無料
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％
旅行代金の２０％

下「会員」といいます。）より所定の伝票への「会員」の署名なくして旅行代
金等のお支払を受けることを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インター
6,000円～旅行代金 12,000円～旅行代 20,000円～旅行代 30,000円～旅行代 代金20％～旅行代 ネットその他の通信手段による」申し込みを受ける場合があります。(受託旅行
申込金
業者により当該取り扱いが出来ない場合があります。また取扱可能なカードの
まで
金まで
金まで
金まで
金まで
種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきク
（3）15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し レジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行
7. 基準期日
一部のコースを除きます。）15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権 契約となります。)
この旅行条件は、2020年11月1日現在を 基準としてます。
者の同意書が必要です。
５ .旅 行 代 金 の お 支 払
また旅行代金は、2020年11月1日現在の有効な運賃・規則を 基準としています。
（4）お客様の状況によ っては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮・措置 旅行代金は旅行開始日の１５日前までにお支払いください。旅行開始日前日か
旅行代金

3万円未満

3万円以上6万円未 6万円以上10万円未 10万円以上15万円
満
満
未満

15万円以上

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

が必要になる 可能性があります。詳細は「国内募集型企画旅行条件書」の「３申込条 ら起算してさかのぼって15日に当たる日以降にお申込みの場合は、当社が定め
件」を 確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる 可能性がある 方は、ご相談させて る期日までにお支払いいただきます。
いただきますので、必ずお申し出ください。
旅行代金に含まれるもの

３ .契 約 の 成 立 と 契 約 書 面 ・ 確 定 書 面 の 交 付

●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。
(1)募集型企画旅行契約は、当連盟が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受領 ●添乗員が同行するコースでは、この他に添乗経費、団体行動に必要な心付け
した時に成立するものとします。
を含みます。上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払

個人情報の取扱について
公益社団法人 青森県観光連盟およ び受託旅行会社は、旅行申込みの際にご提出

(2)通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を 承諾する 旨の通知が 戻しいたしまん。（行程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含み
ません。）
旅行者に到達した時に成立する ものとします。ただし、契約締結を 承諾する 旨を e-

いただいた個人情報について、お客様との連絡や、運送・宿泊機関・食事施設等の
手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関に提供いた

mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客さまに到着したとき
に成立する ものとします。

します。

旅行企画・実施

●お申込み・お問い合わせは

公益社団法人 青森県観光連盟

公益社団法人 青森県観光連盟

青森県知事登録旅行業第２-157号
〒030-0803 青森市安方一丁目１番４０号

青森県知事登録旅行業第２-157号
〒030-0803 青森市安方一丁目１番４０号
青森県観光物産館（アスパム）8F

国内旅行傷害保険加入のおす す め
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようお
すすめいたします。

☎017-722-5080
FAX：017-735-2067
営業時間 9：00～17：00

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責
任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不
明な点があれば、旅行業務取扱管理者にご質問ください。

総合旅行業務取扱管理者：松倉 理華

