
バスツアー企画
第10弾

平 
成
　 

年
３０

 秋田ふるさと村発着    7,000円
 遊学舎・秋田駅発着　6,000円
(税込、昼食代、体験料等込）

歩きやすい靴…滝の頭周辺を歩きます。
ペットボトル…湧水を汲むことができます。
（雨天時：雨具）

有限会社　秋田コスモトラベル　秋田県知事登録旅行業2-75号
〒019-0505　横手市十文字町仁井田字東22-1スーパーモールラッキー内
総合旅行業務取扱責任者：山本一太（やまもと　かずふと）
[TEL]0182-23-8070　　[FAX]0182-42-5050
[e-mail]act@coral.broba.cc　　[URL]http://www.akitabi-act.com

秋田県、NPO法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会企画主催

旅行実施
申込み

◎行程の詳細は、裏面をご覧ください。
◎申込み締切は、10月27日（土）です。

三種町・男鹿市

３０名   最小催行人員15名
※定員になり次第、締め切りとなります。
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１１月３日（土）
バス乗車口　使用バス会社：有限会社 藤観光
・秋田ふるさと村（ 7：00出発  18：40頃到着 ）
・遊学舎 　　　（ 8：10出発  17：40頃到着 ）
・秋田駅東口　　( 8：30出発  17：20頃到着 ）
＊集合時間は出発の１０分前です。
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男鹿

こおひい工房珈音
（かのん）で至福の

一杯とコントラバスの

 演奏を楽しみます。

三種

体験館一会で
キウイ（無農薬栽培）
の収穫体験！
　ファン増加中の
　　　園地です。

行き先

料　金

募集人数

持ち物・服装

果物狩りで旬の味を、

郷土料理づくりで、

       懐かしさと触れ合いを、

田園に佇むカフェで、

 コーヒーとコントラバスの生演奏を。

ツアーツアー

キウイ
 約１kg

のお土
産付♪

食欲の秋！　　　　芸術の秋！

農家のお母さんたちが教えてくれるよ

　滝の頭の湧水、円形分水工の

　見学をします。この周辺地域の

　生活用水として利用され、
　そして農業を支えている、
　　　　　　地域の宝です！

　

　三種町の郷土料理「けだて
 （けの汁）」を昼食にします。
　山菜と野菜がいっぱい入った
　汁物です。炒った大豆（ずんだ）

　を入れるのがポイント。
　　　さて、どんな味！？

滝の頭水源地である池。
エメラルドグリーンが
幻想的な雰囲気。
一見の価値あり！

＜ガイド付き＞



旅行実施： 

秋田コスモトラベル 

 

秋田県知事登録旅行業 2-75 号 

 

〒019-0505  

横手市十文字町仁井田字東 22-1 

スーパーモールラッキー内 

総合旅行業務取扱責任者： 

山本一太（やまもと かずふと） 

 

お申込みは 

☎0182-23-8070 

[FAX]0182-42-5050 

[e-mail]act@coral.broba.cc 

[URL]http://www.akitabi-act.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

◎お申し込み：FAX 0182-42-5050 または郵送でお申し込みをお願いします。 

ツアー代金の振込先 秋田銀行 十文字支店 普通預金 392998 有限会社秋田コスモトラベル  
         ※誠に恐縮ですが、振込手数料はお客様のご負担にてお願い申し上げます。 
 
 

 
 

  

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ご旅行条件（要旨） 

お申込みいただく前に必ずお読み下さい。 
 
１．募集型企画旅行契約 
このご旅行は、有限会社 秋田コスモトラベル（秋田県横手市十文字町仁井田字東 22-1 スーパーモ
ールラッキー内 秋田県知事登録旅行業 2-75 号。以下「当社」という） が企画・募集・実施するも
のです。この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約を締結することとなります。
契約の内容・条件は、下記に記載されている条件のほか、標準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、出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）によります。 
 
２．ご旅行のお申込み及び契約成立時期 
（１）当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとり様につきお申込金（旅行代金の 20%以上）
または旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れ
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込みを受付します。
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。この期間内に提出されない場合、当
社は予約が無かったものとして取扱います。 
（３）このご旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時に成立するものと
します。 
 
３．旅行代金のお支払い 
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 9 日目にあたる日より前にお支払
いいただきます。ただし、基準日以降に申込みをされた場合は、申込み時点または旅行開始日前の
当社の指定した日までにお支払いいただきます。 
 
４．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、拝観料及び消費税等諸税を含んでいます。なお、上記
諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則払い戻しはいたしません。 
 
５．取消料 
ご旅行の契約が成立した後、お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除すること
ができます。 
 
取消日 

旅行開始日の前日より 
起算して 10～8 日前 

7～2 日前 前日 当日 
旅行開始後または 

無連絡不参加 
取消料 20% 30% 40% 50% 100% 

 
６．旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2016 年 7 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2018 年 9 月 1 日現在の有
効な運賃・規則を基準としています。 
 
７．個人情報の取扱について 
当社は、旅行お申込みの際にご提出いただいた申込書記載の個人情報について、お客様との連絡に
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を受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただき
ます。また、当社にて商品・キャンペーンのご案内等に利用させていただくことがあります。以上
の取扱いを同意の上、ご旅行のお申込みをいただきますようご案内いたします。 
 
8. その他 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前にあたる日より前に、催行を決定あるいは中止
する旨を通知します。 

※乗車口  ：  秋田ふるさと村　・　遊学舎　・　秋田駅東口

旅行中の緊急連絡先
（近親者に限る） 氏名： 　　　　　　　　　様　 続柄：　　　　　 連絡先：

様
様
様

ｶﾅ
ｶﾅ
ｶﾅ

男　・　女    (                歳)
男　・　女    (                歳)
男　・　女    (                歳)

同
行
者

旅行申込書
里山でこころ豊かに秋満喫ツアー

旅行期日：平成３０年１１月３日（土）　　　　　　　旅行代金　合計　　　　　　　　円
ツアー名：あきた農村の魅力★発見ツアー

旅行行程

※天候などによって行程を変更する場合があります。 バス移動

6：50 / 7：00

（集合 / 出発）
秋田ふるさと村（横手）

8：00 / 8：10

（集合 / 出発）
遊学舎

8：20 / 8：30

（集合 / 出発）
秋田駅東口バスプール

9：20 ～ 12：30

三種町（体験・ランチ）
キウイの収穫体験と郷土料理ランチ

13：20 ～ 14：00

男鹿市（ガイド付き見学）
滝の頭湧水・円形分水工

14：10 ～ 15：10

（喫茶・ミニコンサート）
こおひい工房 珈音

15：50 ～ 16：00

（休憩）
道の駅おが

17：20頃 

（解散）
秋田駅東口バスプール

17：40頃 

（解散）
遊学舎

18：40頃 

（解散）
秋田ふるさと村

フリガナ

お名前 ：                                                                             様（　　　　　　歳）

住　所 ：　〒

ＴＥＬ : 携帯電話 ：

男　・　女


