
旅行代金 お一人様

１５,０００円（税込み）

旅行期日
２０２３年３月２６日(日)

募集人員 ２０名
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観光庁登録旅行業第1528号　JATA正会員

山交観光株式会社
本社営業所
山形市鉄砲町二丁目13-18

　℡ 023-676-7311

総合旅行業務取扱管理者　長濱　諭

担当　三沢　拓也

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

この旅行契約に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお訊ね下さい。

旅　行　企　画　　・  実　施

山形市立商業高等学校産業調査部

やまがた紅の会

共催

10:15 集合（山形駅東口・山交バス案内センター前）

10:30 出発

10:40
≀

11:30

旧千歳館

やまがた舞子の演舞鑑賞・写真撮影

≀
12:20

昼食（料亭のお弁当をご用意）

高瀬地区車窓より

13:00
≀

15:00

～移動～

山寺

垂水遺跡を中心に観光・見学

15:30
≀

16:00

紅の蔵

お買い物

16:15 到着（山形駅東口） ★1 ジブリ映画『おもひでおぽろぽろ』の舞台の
モデルになった場所。県花である「紅花」を
盛んに栽培している。

★2 映画『３月のライオン』のロケ地に
なった場所。山形の代表的な観光地
のひとつ。

★1

★2

取消料はお申込みの後、お客様のご都合により旅行を取消される場合、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料又は取消料と同額の金額の違約料を申し受けます。

旅行の解除日
旅行開始日の

11日まで
旅行開始日の

10日前から8日前まで
旅行開始日の

7日前から2日前まで
旅行開始日の前日 旅行開始日の当日

旅行開始後の解除
または無連絡の不参加

取消料 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 企 画 ・ 実 施 共同主催

山形市立商業高等学校産業調査部
山形市（旧千歳館部分、担当：観光戦略課）

やまがた紅の会

コース・行程表

●コース条件
■最少催行人数 15名 ■募集人数 20名
■添乗員が同行いたします。
■この商品のバス会社は山交バス又は同等のクラスとなります。バスガイドは乗車しません。
やまがた広域観光協議会『山寺と紅花』観光誘客旅行商品造成事業を活用しております。

・当日添乗員の方で検温と体調確認をさせていただきます。
・詳しい旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前に確認の上お申し込みください。

紅の蔵では、「吊るし雛と干支のうさぎさん」
「紅花商人の旧家に伝わる時代雛」の展示を開催
しております。入場無料です。ぜひご覧ください。

（普段は見ることができない館内を特別見学）

後援

山形市商工会議所


産調部さんコラボ







				　















		　　【旅行期日】　２０２３年３月２６日（日） リョコウ キジツ ネン ガツ ニチ ニチ



		　　【旅行代金】　(お一人様) １５，０００円（税込） リョコウ ダイキン ヒトリサマ エン



				●		コース

				日次 ヒ ジ				行　　　　　　　　　程 ギョウ ホド																																																														食　事 ショク コト

				1																																																																		朝：× アサ

								　　山形駅東口(山交バス案内センター前集合)　～　千歳館(やまがた舞子の演舞鑑賞と昼食)　～ ヤマガタエキ ヒガシグチ ヤマコウ アンナイ マエ シュウゴウ チトセカン マイコ エンブカンショウ チュウショク

								　　　　　　　　10:15集合 10：30発  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シュウゴウ ハツ

																																																																						昼：〇 ヒル

								　『紅花』の里として知られる高瀬地区(車窓より)　～　山寺(垂水遺跡見学・参道を自由散策)　～ タカセチク シャソウ ヤマデラ タルミズイセキ ケンガク サンドウ ジユウサンサク



								　山形まるごと館紅の蔵(お買い物)　～　山形駅東口 カ モノ ヤマガタエキヒガシグチ																																																														夜：× ヨル

								　																				　16：15頃 コロ

								　　









































				●		コース条件 ジョウケン



				■		最少催行人員　15名 サイショウ サイコウ ニン イン メイ												■　募集人員　20名 ボシュウ ジンイン メイ												■		添乗員が同行いたします。 テンジョウイン ドウコウ

				■		この商品のバス会社は、山交バス又は同等クラスとなります。バスガイドは乗車しません。 ヤマコウ ジョウシャ



				詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前に確認の上お申込下さい。 クワ リョコウ ジョウケン セツメイ ショメン ヨウイ ジゼン カクニン ウエ モウシコミ クダ																																																																										　　　　　　　　　　　　　　　

				取消料はお申込みの後、お客様のご都合により旅行を取消される場合、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料又は取消料と同額の金額の違約料を申し受けます。 トリケシ リョウ モウシコミ アト キャクサマ ツゴウ リョコウ トリケシ バアイ リョコウ ダイキン タイ ヒトリ カキ リョウリツ トリケシ リョウ マタ トリケシ リョウ ドウガク キンガク イヤク リョウ モウ ウ

				旅行の解除日 リョコウ カイジョ ビ				旅行開始日の リョコウ カイシビ												旅行開始日の リョコウ カイシビ												旅行開始日の リョコウ カイシビ										旅行開始日の前日 リョコウ カイシビ ゼンジツ										旅行開始日の当日 リョコウ カイシビ トウジツ										旅行開始後の解除 リョコウ カイシゴ カイジョ

								11日前まで												10日前から8日前まで												7日前から2日前まで カマエ																														または無連絡の不参加 ム レンラク フサンカ

				取消料 トリケシ リョウ				無　　料 ム リョウ												旅行代金の20％ リョコウ ダイキン												旅行代金の３0％ リョコウ ダイキン										旅行代金の４0％ リョコウ ダイキン										旅行代金の５0％ リョコウ ダイキン										旅行代金の100％ リョコウ ダイキン



		お申し込みやご不明な点がございましたら、下記へお気軽にお問合せ下さい♪ モウ コ フメイ テン カキ キガル トイアワ クダ



				旅　行　企　画　　・  実　施 タビ ギョウ クワダ ガ ジツ シ																																		共催 キョウサイ

												観光庁登録旅行業第1528号　JATA正会員 カンコウチョウ トウロクリョコウギョウ ダイ ゴウ セイカイイン

												山交観光株式会社 ヤマコウカンコウ カブシキガイシャ																										山形市立商業高等学校産業調査部 ヤマガタシリツショウギョウコウトウ ガッコウ サンギョウチョウサブ

												本社営業所 ホンシャ エイギョウショ

												山形市鉄砲町二丁目13-18 ヤマガタシ テッポウマチ ニチョウメ																										やまがた紅の会 ベニ カイ

												　℡ 023-676-7311

												総合旅行業務取扱管理者　長濱　諭 ソウゴウ リョコウ ギョウム トリアツカイ カンリシャ ナガハマ サトシ

												担当　三沢　拓也 タントウ ミサワ タクヤ

				旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。 リョコウ ギョウム トリアツカイ カンリシャ キャクサマ リョコウ ト アツカ エイギョウショ トリヒキ カン セキニンシャ

				この旅行契約に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお訊ね下さい。 リョコウ ケイヤク カン フメイ テン エンリョ リョコウ ギョウム トリアツカイ カンリシャ タズ クダ









　

　やまがた舞子演舞鑑賞と今話題の垂水遺跡日帰りツアー

山商産調ガールズと行くバスツアー　第１弾！



チラシモデル







				　













		　　　　　水郷柳川下り（イメージ） スイゴウ ヤナガワ クダ														　        　　熊本城（イメージ）　 クマモト シロ														　　2日目 夕食会場イメージ（城見櫓） ニチメ ユウショク カイジョウ シロミ ヤグラ

		　　【旅行期日】　２０２２年１１月２５日（金）～２７日（日）　 リョコウ キジツ ネン ガツ ニチ キン ニチ ニチ



		　　【旅行代金】　1-2名一室(お一人様) １３１，０００円（税込） リョコウ ダイキン メイイッシツ ヒトリサマ エン

																																																琴の若関　（C）公益財団法人日本相撲協会 コト ワカ ゼキ コウエキ ザイダン ホウジン ニホン スモウ キョウカイ

				●		コース

				日次 ヒ ジ				行　　　　　　　　　程 ギョウ ホド																																																								№		ＡＨＦ013				食　事 ショク コト

				1

								　　 山形空港JAL174便羽田空港（乗継）JAL315便福岡空港（現地貸切バス乗換）  ヤマガタ クウコウ ビン ハネダ クウコウ ノ ツ ビン フクオカ クウコウ ゲンチ カシキリ ノ カ

								　8:00集合 8:50発  　　　　　　　　　　9:55着 11:00発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13:00着 シュウゴウ ハツ チャク ハツ チャク																																																														昼:弁 ヒル ベン



								　福岡国際センター（一年納めの大相撲九州場所を迫力のマスＡ席より見学）中州屋台街経由 フクオカ コクサイ イチネン オサメ オオズモウ キュウシュウ バショ ハクリョク セキ ケンガク ナカス ヤタイ マチ ケイユ

								　　※マス席は1マス4名となります。　 セキ メイ																		※		マス席での出入場は自由です。館内の売店などでご自由にお過ごしください。 セキ デ ニュウジョウ ジユウ カンナイ バイテン ジユウ ス

																																																																						夕:× ユウ

								　福岡市内・宿泊 フクオカ シナイ シュクハク

								　　																																								【宿泊予定ホテル　キャナルシティ・福岡ワシントンホテル】 シュクハク ヨテイ フクオカ

																																																																						朝:○ アサ

				2				　ホテル学問の神様・大宰府天満宮参拝北原白秋のふるさと水郷柳川下りと ガクモン カミサマ ダザイフ テンマングウ サンパイ キタハラ ハクシュウ スイゴウ ヤナガワ クダ

																																																																						昼:〇 ヒル

								　名物うなぎの蒸籠蒸しの昼食田原坂公園・田原坂西南戦争資料館の見学熊本市内・宿泊 メイブツ セイロ ム チュウショク タワラ サカ コウエン タワラ サカ セイナン センソウ シリョウカン ケンガク クマモト シナイ シュクハク

																																						夕食は『城見櫓』にて熊本城を見ながらの馬刺し料理メインの郷土料理をご賞味下さい。 バサ リョウリ キョウド リョウリ ショウミ クダ



																																								【宿泊予定ホテル　ホテルウィングインターナショナルセレクト熊本】																														夕:〇 ユウ

				3																																																																		朝:○ アサ

								　ホテル復興のシンボル・熊本城特別公開見学水前寺成趣園見学 フッコウ クマモト シロ トクベツ コウカイ ケンガク スイゼンジ シゲル オモムキ エン ケンガク





								　　　　　　熊本空港（空港内自由昼食）JAL2386便伊丹空港（乗継）JAL2237便山形空港 クマモト クウコウ クウコウ ナイ ジユウ チュウショク イタミ クウコウ ノ ツ ヤマガタ クウコウ																																																														昼:× ヒル

										　12:30　13:25発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14:30着　16:15発　　　　　　　　　　　　　　　　17:30着　解散





				●		本ツアーのおススメポイント ホン



												①		琴の若はじめ郷土力士をを応援！一年納めの大相撲九州場所を迫力満点のマスＡ席から見学 コト ワカ キョウド リキシ オウエン イチネンオサメ オオズモウ キュウシュウ バショ ハクリョク マンテン セキ ケンガク

												②		熊本の復興応援！熊本城特別公開見学・熊本城景を見ながらの名物馬刺し料理の夕食 クマモト フッコウオウエン クマモトジョウ トクベツ コウカイ ケンガク クマモトジョウ ケイ ミ メイブツ バサ リョウリ ユウショク

												③		北原白秋の故郷・柳川を満喫！水郷柳川川下りと名物うなぎの蒸篭蒸しの昼食 キタハラハクシュウ フルサト ヤナガワ マンキツ スイゴウ ヤナガワ カワクダ メイブツ セイロム ヒルショク

				●		コース条件 ジョウケン



				■		最少催行人員　50名 サイショウ サイコウ ニン イン メイ												■　募集人員　60名 ボシュウ ジンイン メイ												■		添乗員が同行いたします。 テンジョウイン ドウコウ

				■		この商品のバス会社は、山交バス又は同等クラスとなります。バスガイドは ヤマコウ



				詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前に確認の上お申込下さい。 クワ リョコウ ジョウケン セツメイ ショメン ヨウイ ジゼン カクニン ウエ モウシコミ クダ																																																																										　　　　　　　　　　　　　　　

				取消料はお申込みの後、お客様のご都合により旅行を取消される場合、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料又は取消料と同額の金額の違約料を申し受けます。 トリケシ リョウ モウシコミ アト キャクサマ ツゴウ リョコウ トリケシ バアイ リョコウ ダイキン タイ ヒトリ カキ リョウリツ トリケシ リョウ マタ トリケシ リョウ ドウガク キンガク イヤク リョウ モウ ウ

				旅行の解除日 リョコウ カイジョ ビ				旅行開始日の リョコウ カイシビ												旅行開始日の リョコウ カイシビ												旅行開始日の リョコウ カイシビ										旅行開始日の前日 リョコウ カイシビ ゼンジツ										旅行開始日の当日 リョコウ カイシビ トウジツ										旅行開始後の解除 リョコウ カイシゴ カイジョ

								21日前まで												20日前から8日前まで												7日前から2日前まで カマエ																														または無連絡の不参加 ム レンラク フサンカ

				取消料 トリケシ リョウ				無　　料 ム リョウ												旅行代金の20％ リョコウ ダイキン												旅行代金の３0％ リョコウ ダイキン										旅行代金の４0％ リョコウ ダイキン										旅行代金の５0％ リョコウ ダイキン										旅行代金の100％ リョコウ ダイキン



		お申し込みやご不明な点がございましたら、下記へお気軽にお問合せ下さい♪ モウ コ フメイ テン カキ キガル トイアワ クダ



				旅　行　企　画　　・  実　施 タビ ギョウ クワダ ガ ジツ シ																																		お申込み・お問い合わせは モウシコ ト ア

												観光庁登録旅行業第1528号　JATA正会員 カンコウチョウ トウロクリョコウギョウ ダイ ゴウ セイカイイン																										山交観光株式会社  ヤマ カンコウ カブシキ カイシャ

												山交観光株式会社 ヤマコウカンコウ カブシキガイシャ

												本社営業所 ホンシャ エイギョウショ																										本社営業所　営業二課 ホンシャ エイギョウショ エイギョウ ニカ

												山形市鉄砲町二丁目13-18 ヤマガタシ テッポウマチ ニチョウメ

												　℡ 023-676-7311																										電話　０２３－６７６－７３１１  デンワ

												総合旅行業務取扱管理者　堀　和巳 ソウゴウ リョコウ ギョウム トリアツカイ カンリシャ ホリ カズミ

																																						FAX　０２３－６４１－４５７３

				旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。 リョコウ ギョウム トリアツカイ カンリシャ キャクサマ リョコウ ト アツカ エイギョウショ トリヒキ カン セキニンシャ

				この旅行契約に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお訊ね下さい。 リョコウ ケイヤク カン フメイ テン エンリョ リョコウ ギョウム トリアツカイ カンリシャ タズ クダ																																		　　お客様担当者（外務員）氏名　　長濱（ながはま）　/　三沢（みさわ）　











　熊本復興の応援！水郷柳川下りと名物鰻料理に舌鼓3日間

郷土力士『琴の若』応援！大相撲九州場所13日目マスＡ席観戦

 2泊3日　
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