
マイレール三鉄
神田葡萄と碁石海岸散策・ホテルでステーキ丼

三陸鉄道宮古駅(7：45)+++(三陸
鉄道)+++釜石駅－碁石海岸散策
－牛ロースステーキ丼の昼食―
神田葡萄園―東日本大震災津波
伝承館―宮古駅前(17：00頃)

お
一
人
様(

円)

旅行代金(Ａ) 10,000

旅行代金への支援額(Ｂ) 3,500

地域共通クーポン 2,000

お支払い実額(Ａ-Ｂ) 6,500 × 昼 ×

利用予定バス会社：
岩手県北バス又は同
等クラス
※陸中山田駅・大槌
駅からの乗降も可能
です。詳細はお問い
合わせください

同行：バスガイド〇

添乗員×

出発日 10/17(土)・11/3(火)

三陸鉄道宮古駅(7：45)+++(三陸
鉄道)+++釜石駅―滝観洞―遠
野：あんべのジンギスカンラン
チ―気仙大工左官伝承館－東日
本大震災津波伝承館－宮古駅前
(18：00頃) × 昼 ×

マイレール三鉄

滝観洞・気仙大工左官伝承館とあんべのジンギスカン

マイレール三鉄
五葉山火縄銃鉄砲演武とお寺で学ぶ命の授業＆
ホテルでステーキ丼

三陸鉄道宮古駅(7：45)+++(三陸
鉄道)+++釜石駅―五葉山火縄銃
鉄砲演武見学―牛ロースステー
キ丼の昼食―お寺で学ぶ命の授
業－東日本大震災津波伝承館－
宮古駅前(18：00頃)

日帰りコース

日帰りコース

日帰りコース

お
一
人
様(

円)

旅行代金(Ａ) 11,200

旅行代金への支援額(Ｂ) 3,900

地域共通クーポン 2,000

お支払い実額(Ａ-Ｂ) 7,300

出発日 10/4(日)・11/15(日)
利用予定バス会社：
岩手県北バス又は同
等クラス
※陸中山田駅・大槌
駅からの乗降も可能
です。詳細はお問い
合わせください

同行：バスガイド〇

添乗員×

お
一
人
様(

円)

旅行代金(Ａ) 12,000

旅行代金への支援額(Ｂ) 4,200

地域共通クーポン 2,000

お支払い実額(Ａ-Ｂ) 7,800

出発日 10/25(日)・11/8(日)

× 昼 ×

利用予定バス会社：
岩手県北バス又は同
等クラス
※陸中山田駅・大槌
駅からの乗降も可能
です。詳細はお問い
合わせください

同行：バスガイド〇

添乗員×

最少催行人員：国内ツアー15名

Go Toトラベルキャンペーンとは
旅行業者経由で旅行商品を購入した方対象に、旅行代金の最大5割(上限1泊
あたり2万円・日帰りは1万円)を補助するものです。補助額の70％に当たる
部分は宿泊や日帰り旅行商品の割引を行い、補助額の30％に当たる部分は、
観光地周辺の登録加盟店(地域産品・飲食店・観光施設など)で幅広く利用で
きる地域共通クーポンを発行し、観光地全体の消費を促すことを目的として
います。

【支援金の受領について】
お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お

支払い実額」をお支払いいただくこととなります。
【地域共通クーポン】
表示された金額分の地域共通クーポンをお渡しします。
※9月1日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行に

付与されます。それ以前の旅行には付与されません。



三陸鉄道と五葉山火縄鉄砲演武と
盛岡発：活魚すごう寿司御前
北上・一関発：もてなし郷土料理食おぢづき体験食

盛岡発コース

県北バス盛岡(営)・盛岡駅西口(8:00)－(盛岡南～東和間の指定
インターで乗車可)－五葉山火縄銃鉄砲演武見学―釜石駅+++(三
陸鉄道)+++盛駅―大船渡・活魚すごうで海鮮丼の昼食―東日本
大震災津波伝承館―(沿線指定インターで降車可)－盛岡駅西口
(17:40頃)・県北バス盛岡(営)

お
一
人
様(

円)

旅行代金(Ａ) 10,500

旅行代金への支援額(Ｂ) 3,600

地域共通クーポン 2,000

お支払い実額(Ａ-Ｂ) 6,900

出発日 10/10(土)・11/1(日)・15(日)

お
一
人
様(

円)

旅行代金(Ａ) 10,000

旅行代金への支援額(Ｂ) 3,500

地域共通クーポン 2,000

お支払い実額(Ａ-Ｂ) 6,500

出発日 10/4(日)・11/7(土)

一関発コース

一ノ関駅東口(7:10)・平泉駅前・水沢駅東口－五葉山火縄銃鉄
砲演武見学―釜石駅+++(三陸鉄道)+++盛駅―もてなし郷土料
理・おぢづぎ体験食―東日本大震災津波伝承館―水沢駅東口・
平泉駅前・一ノ関駅東口(18:00頃)

北上発コース

東日本交通北上(営)・北上駅東口(8:00)－五葉山火縄銃鉄砲演武
見学―釜石駅+++(三陸鉄道)+++盛駅―もてなし郷土料理・おぢ
づぎ体験食―東日本大震災津波伝承館―北上駅東口(17:00)・東
日本交通北上(営)

碁石海岸散策と活魚すごう特選海鮮丼

盛岡発コース

県北バス盛岡(営)・盛岡駅西口(8：00)・紫波中央駅－東日本大
震災津波伝承館―大船渡・活魚すごうで海鮮丼の昼食―碁石海
岸散策―遠野風の丘でショッピング―紫波中央駅・盛岡駅西口
(18：40頃)・県北バス盛岡(営)

北上発コース

北上駅東口(7：00)・東日本交通北上(営)・花巻駅西口―東日本
大震災津波伝承館―大船渡・活魚すごうで海鮮丼の昼食―碁石
海岸散策―遠野風の丘でショッピング―北上駅東口(17：00
頃)・東日本交通北上(営)・花巻駅西口

利用予定バス
会社：岩手県
北バス・東日
本交通・東磐
交通又は同等
クラス

同行
バスガイド〇
添乗員 ×

×昼×

利用予定バス会社：
岩手県北バス・東日
本交通又は同等クラ
ス

同行
バスガイド〇
添乗員 ×

×昼×

賢治も愛した種山ヶ原と
陸前高田新名物 ホタワカ御前

盛岡発コース

県北バス盛岡(営)・盛岡駅西口(7：40)・紫波中央駅―種山ヶ原
森林公園をすみた森の案内人同行で散策―陸前高田で“新名物”
ホタワカ御前の昼食―東日本大震災津波伝承館―紫波中央駅・
盛岡駅西口(18：00頃)・県北バス盛岡(営)

北上発コース

北上駅東口(7：00)・東日本交通北上(営)・花巻駅西口―種山ヶ
原森林公園をすみた森の案内人同行で散策―陸前高田で“新名
物”ホタワカ御前の昼食―東日本大震災津波伝承館―北上駅東口
(18：00頃)・東日本交通北上(営)・花巻駅西口

×昼×

利用予定バス会社:岩手県北バス・東日本交通又は同等クラス
同行：バスガイド〇添乗員 ×

宝来館岩崎女将の講話＆
田野畑ロレオールランチと
浄土ヶ浜パークホテル

1日目
一ノ関駅東口(8：00)・水沢駅東口・北上駅東口―東日本大震災津波伝
承館―宝来館海鮮ランチと女将の講話―浄土ヶ浜(宿泊)

2日目
ホテル―浄土ヶ浜散策―田老川鮭遡上見学―かりんとうの田中菓子舗や
産直とれたろうなどでショッピング―新田老駅+++(三陸鉄道)+++田野畑
駅―田野畑ロレオールでランチコース―北山崎展望台―道の駅いわいず
みでショッピング―北上駅東口・水沢駅東口・一ノ関駅東口(19：30頃)

1泊2日
コース

出発日 11/6(金)・23(月)

(4名1室) (3名1室) (2名1室)

お
一
人
様
（
円
）

旅行代金(Ａ) 37,800 40,000 42,200

旅行代金への支援額(Ｂ) 13,200 14,000 14,000

地域共通クーポン 6,000 6,000 6,000

お支払い実額(Ａ-Ｂ) 24,600 26,000 28,200

×昼夕

朝昼×

利用予定バス会社：岩手県北バス・東日本交通又は同等クラス
同行：バスガイド〇 添乗員 〇

宿泊 浄土ヶ浜パークホテル
(和室・和洋室・洋室のいずれか)

※部屋タイプは指定できません。ホテル一任となります。

出発日
盛岡発：10/3(土)・25(日)・11/8(日)
北上・一関発：10/11(日)・11/7(土)

盛岡・一関発 北上発

お
一
人
様
（
円
）

旅行代金(Ａ) 12,800 11,500

旅行代金への支援額(Ｂ) 4,400 4,000

地域共通クーポン 2,000 2,000

お支払い実額(Ａ-Ｂ) 8,400 7,500

最少催行人員：国内ツアー15名

ソーシャル
ディスタンス
推進期間中


