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青い森鉄道株式会社は、東日本大震災復興応援企画として、津波被害を受けたおいらせ町

内を巡る日帰りツアーを行います。 

被害のあった一川目
ひとかわめ

海岸
かいがん

では、地元住民による定期的な植樹活動が行われており、今回の

ツアーでは植樹体験を通じた支援活動により、海岸林の存在意義について理解を深めていた

だきます。また、同町内にある「観光農園 アグリの里おいらせ」や「国史跡 阿光坊
あこうぼう

古墳群
こふんぐん

」

での体験・見学を通して、おいらせ町の魅力を思う存分満喫いただける内容となっておりま

す。 

 

ツアー概要 

■出 発 日 平成 29年 6月 24日（土）日帰り 

■募集人員 40名（最少催行人員 10名） 

■集合場所 青森駅東口 あさ 7:30集合 

■旅行代金 おとな１名 4,900円、こども 1名 3,700円 

      （税込 ※いずれも青森駅発着の場合） 

■食 事 昼食 1回付 

 
 

青い森鉄道運賃、バス代、植樹体験（軍手・スコップ貸出あり）、昼食、いちご摘み体験料、

阿光坊古墳館入館料 

 

■コース（体験・見学） 

 津波被害状況について話を聞きながら、クロマツの苗木を植樹体験 

苗木を守る衝立(風よけ板)には、自由にお絵描き(お子様が対象) 

 観光農園「アグリの里おいらせ」で昼食 

    同敷地内、県内最大級の観光いちご園でいちご摘み体験 

 国史跡に指定された「阿光坊古墳群」と PR施設「おいらせ阿光坊古墳館」を見学 

※詳しい行程は別添チラシをご参照ください。 
 

■受付締切日 平成 29年 6月 15日（木） 

■申込み方法 青い森鉄道㈱本社営業所 ☎017-752-0330 

       電話・ファックス・メール・郵送にてお申込み。 

 東日本大震災復興応援企画  

復興植樹＆いちご摘み体験日帰りツアー実施 
おいらせ町の魅力を観て、食べて、体感♪ 

旅行代金に含まれるもの 

クロマツの植樹体験(イメージ) 
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コース ※行程は多少変更となる場合があります。お渡しする確定書面にてご確認ください。
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おいらせ町　「アグリの里おいらせ」（昼食）

昼食後、いちご摘み体験を行います。20分間で食べながら

13:15頃

300グラムのパックに詰めて1パックお持ち帰りできます。

おいらせ町　国史跡　阿光坊古墳群

13:30頃

7～9世紀にわたり造られた国の史跡
に指定された阿光坊古墳群と3月にオープン

したおいらせ阿光坊古墳館も見学



１・募集型企画旅行契約 ・ 旅行開始後

２・旅行の申込み
（１）

（取消料表）

（２）

８・当社による旅行契約の解除
・ 旅行開始前

３・契約の成立と契約書面の交付
（１）

（２）

（３） ・ 旅行開始後

４・申し込み条件

５・確定書面（最終日程表）の交付 ９・旅程管理

６・旅行代金のお支払い

１０・個人情報の取扱について

  ●旅行代金に含まれるもの

・

・

 ※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戻しいたしません。

  ●旅行代金に含まれないもの

・

７・お客様による旅行契約の解除
・ 旅行開始前

〒038-8550　　青森市篠田1-6-2

営業時間　平日9:00～17:30（土日祝日休み） 総合旅行業務取扱責任者　　掛村和也

FAX送信先　017-781-3831（本社営業所）　【６月１５日（木）締切】

名 名 中学生 名 名 名 名

〒 （ ）

未成年の方のみの本旅行参加には、お申込の際、親権者の方の同意が必要となります。

貴社主催の旅行申込み（旅行契約締結）の旨、親権者として同意します。 平成　　　　年　　　　月　　　　日

親権者 連絡先 住所

署名

八戸駅からご参加の旅行代金

八戸駅～下田駅～植樹～アグリの里～
阿光坊古墳～下田駅～八戸駅

男
・
女お名前

旅行企画・実施

合計

様　
歳

TEL：017-752-0330　　FAX:017-781-3831
普通　口座番号2623159　青い森鉄道株式会社

ツアー参加申込書

このパンフレット商品のご相談・お申込みは
メールでの受付　aoimori_tour@aoimorirailway.com青森県知事登録旅行業２－１４３号　一般社団法人全国旅行業協会会員

青い森鉄道株式会社　本社営業所 振込先　㈱みちのく銀行　沖館支店

お申込み人員 大人

旅行日程に明示されていない交通費・食事代等の諸費用及び個人的費用。 本 社 営 業 所

お申込金 1,000円 2,000円

５０％

未成年の方のご参加同意書

印
TEL

【営業時間】 9:00～17:30（土・日・祝日休業）

TEL:017-752-0330 FAX:017-781-3831

ふりがな 年齢 男
・
女お名前 様　 歳

参
加
者

ふりがな 年齢 男
・
女お名前 様　 歳

代表者
ふりがな 年齢

ご出発駅

１００％

3,000円 6,000円 10,000円

旅行代金
5,000円 5,000円以上 10,000円以上 15,000円以上 30,000円

未満 10,000円未満 15,000円未満 30,000円未満

通信契約は前項の規定に関わらず当社が契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。

当社は契約の成立後、旅行日程・旅行サービスの内容・その他の旅行条件、当社の責任に関する事項を記載した書面（以下
「契約書面」といいます）をお渡しいたします。なお、当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の一部といたします。
当社が手配した旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載いたします。

当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。 お客様が病気、必要な
介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員そ
の他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより
団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サー
ビス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。15歳以上20歳未満の方のみでご参加、または親権者以外の方が同行される場合にお申込みする際は、父母又は親権者の方

の同意書が必要です。15歳未満の方単独でのお申込みはできません。原則として親権者のご同行が必要です。

ご 旅 行 条 件（要旨）　【募集型企画旅行】 （この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。）

青い森鉄道㈱（以下「当社」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様は当社と募集企画旅
行契約を締結する事になります。また、契約の内容条件は、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、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行の部）によります。

旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、
一切の払い戻しをいたしません。お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられな
い場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出
来ます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行
サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額（当社の責に
帰すべき事由によるものでない場合に限ります。）を差し引いたものをお客様に払い戻します。申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金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

料または違約金のそれぞれの一部として取扱いいたします。またお客様が旅行参加に際し、特別な記載を必要とする場合に
は、お申込みのときお申し出ください。可能な範囲で当社はこれに応じます。

取消日
旅行開始日の前日から

旅行開始日の 当日
旅行開始後

当社は、電話、ファクシミリおよび、その他の通信手段によるお申込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立し
ておらず、当社が予約の承諾を承知した翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただきます。

起算して（さかのぼって） 及び

取消料
７日～２日前 前日 （旅行開始前） 無連絡不参加

３０％ ４０％

大人 ３，９００円 こども ３，２００円

下田駅～植樹～アグリの里～
阿光坊古墳～下田駅

２，９００円（こども同額）

下田駅からご参加の旅行代金

連絡先電話番号

小学生高校生 未就学児

代
表
者
住
所

以上

お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いただいて、旅行契約する事ができます。この場合、既に収受
している旅行代金または申込金から所定の取消料を差し引いた金額を払い戻しいたします。申込金でまかなえない場合は、そ
の差額を申し受けます。なお、右記の表で言う取消料とは、お客様が当社および旅行業法で規定された「受託営業所」（以下「当
社」といいます）のそれぞれの営業日、営業時間内に取り消しする旨をお申し出いただいた時を基準といたします。

当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上
重要な運送機関の名称を限定して列拳した上で契約書面の交付をいたします。その場合、旅行開始日の前日（旅行開始日の８
日前以降のお申込みに関しては旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した書面（以下「確定書面」といいます）をお渡し
いたします。

パンフレットに添乗員同行と表示のあるものは添乗員が同行いたします。現地添乗員同行と表示のあるものは現地到着時より
現地出発まで同行いたしますが、現地集合場所まで及び解散場所からの行程については同行いたしませんので、お客様が旅行
サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしま
せんが、当社は現地において当社が手配を代行させる者により、当社が必要と認める業務の全部又は一部を行なわせます。 添
乗員の業務時間は原則として８時から２０時までといたします。

旅行代金は旅行開始日の7日前までにお支払ください。それ以降のお申込は当社が指定する日までにお支払ください。また、振
込み手数料はお客様負担となります。 青い森鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」といいます。）、「当

社」及び「販売店」を指して当社らといいます。では、旅行をお申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連
絡や運送・宿泊機関等の手配のためにご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等に提供いたします。旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（特記事項がない限りは列車は普通指定、航空機はエコノミークラス）宿泊費、食事

代、旅行取扱料金及び消費税等の諸税。

添乗員及び現地係員が同行するコースにおいては、添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。 お問い合わせ ・ お申込み

当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 お客様の人
数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の14日前（日帰り旅行にあっては4
日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。


