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（高速バス往復+食事利用券2000円分+地域共通クーポン1000円分）

お支払い実額（大人おひとり様）

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

旅行代金の35％
が支援されています！

日帰り高速バスパック

出発日／2020年10月1日（木）～2021年1月31日（日）
※12/30～1/3及び食事受入施設の休業日を除く 最少催行人員：1名様

日帰り往復 高速バス

1．旅行商品のご利用にあたっては、バス車内でのマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保等、感染症対策にご協力をお

願いします。

2．お食事利用券は指定箇所における飲食代のお支払いにご利用いただけます。不足する場合は差額を現地でお支払いいただ

きます。但し、つり銭はでません。また、有効期限は日帰りご旅行当日のみです。

ご旅行されるお客さまへのお願い

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。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。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」をお支払いいただきます。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 による代理受領についてご了承のうえ

お申込みください。

旅行企画・実施 宮城県知事登録 旅行業第２－１６４号

宮城県仙台市宮城野区榴岡5-12-55 ＮＡＶiS仙台ビル6階

全国旅行業協会正会員

全コース

2,860円～5,980円

仙 台
盛 岡

会津若松

福 島

古 川

いわき

米 沢

◆出発地：仙台/盛岡/古川/米沢/福島/会津若松/いわき

◆お食事利用券2000円分は目的地で使用できます

◆共同運行他社便もご利用いただけます



お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください
（このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部になります。）

このご旅行は、ジェイアールバス東北株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この ３． 旅行代金に含まれるもの

旅行条件は、当パンフレットに記載されている条件のほか当社旅行業約款（企画旅行契約の部）及び別途 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金・宿泊費食事代・旅行業務取扱料金及び消費税等諸税を含んで

お渡しする旅行条件書、最終日程表によります。 います。なお、上記の経費はお客さまのご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

１． 旅行のお申込み及び契約成立 ４． 取消料
（１） 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人さまにつき）を添えてお申込みいただきます。 旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で

　　　お申込金は旅行代金、取消料、または違約料の一部として取扱います。 取消料をいただきます。

（２） 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他通信手段による予約のお申込みを受付けます。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（当社の定めた期間内）に 　　旅行開始日の ①２１日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては１１日目）

　　　お申込書とお申込金を提出して いただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかった 　　前日から起算して ②２０日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては１０日目）

　　　ものとして取り扱います。 　　さかのぼって 　（③～⑥を除く）

（３） 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお申込金を受理した時に成立するものとします。 ③７日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く）

④旅行開始日の前日の解除

⑤旅行開始日の当日の解除（⑥を除く）

⑥旅行開始日後の解除またはム連絡不参加

５． 旅行代金の基準
この旅行条件は２０２０年9月１日を基準としています。また、旅行代金は２０２０年９月１日現在有効な

運賃・規則を基準としています。

２． 旅行代金のお支払い ６． 詳しい旅行条件は係員におたずねください。
　　　旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。

　　　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が

　　　定める期日までにお支払いただきます。

（１）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さま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の受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社では、【１】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内　【２】旅行参加後の

　　　ご意見やご感想の提供のお願い　【３】各種アンケートのお願い　【４】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。

（２）当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して

　　　利用させていただきます。当社グループ企業は、企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。

常磐交通観光　小名浜営業所 平日　9：30～13：00　14：00～17：30
土　9：30～13：00　　14：00～15：30

福島県いわき市小名浜上明神町19 0246-53-3211 いわき発　仙台行きのみ

常磐交通観光　植田営業所 平日　9：30～13：00　14：00～17：30
土　9：30～13：00　　14：00～15：30

福島県いわき市植田町中央１丁目14-1 0246-63-3206 いわき発　仙台行きのみ

宮城交通　仙台高速バスセンター
窓口6：50～21：00
電話9：00～19：00

宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 022-261-5333
仙台発　盛岡行き
仙台発　福島行き

日本旅行東北　古川支店 0229-22-1222 古川発　仙台行きのみ
平日（月～金）　窓口10：00～16：30

電話9:30～17:30 ※12:30～14:00除く
宮城県大崎市古川駅前大通
3-3-19　古川駅前ビル3階

 ＪＲバス東北　盛岡支店 9：00～17：00 岩手県盛岡市盛岡駅前通1-41 019-604-2211 盛岡発　仙台行きのみ

 ＪＲバス東北　盛岡駅切符売り場
窓口　7：50～19：10
電話　9：00～18：00

ＪＲ盛岡駅内2階 019-624-4474 盛岡発　仙台行きのみ

 ＪＲバス東北　福島支店 福島発　仙台行きのみ024-534-2011福島県福島市太田町3-119：00～17：00

発売箇所 営業時間 住所 電話番号 記事

 ＪＲバス東北仙台駅東口バス案内所
窓口7：30～18：00
電話9：00～18：00

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1 022-256-6646

5,200 1,000
盛岡 8,800 3,080 5,720 1,000

会津若松 9,200 3,220 5,980 1,000

古川 4,400 1,540 2,860
発着地 旅行代金（Ａ） 給付金（Ｂ） お支払い実額（Ａ-Ｂ）

地域共通
クーポン

仙台

福島 4,800 1,680 3,120 1,000
米沢 6,600 2,310

1,000

4,290 1,000
いわき 8,000 2,800

（４） お申込金（お一人さま） 旅行代金 お申込金 旅行代金の４０％

ご 旅 行 条 件 （ 要 旨 ）

１万円未満 ３，０００円 旅行代金の５０％

１万円以上３万円未満 ６，０００円 旅行代金の１００％

旅行契約の解除日 取消料

無料

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

個人情報の

取扱いについて

３万円以上６万円未満 １２，０００円

６万円以上１０万円未満 ２０，０００円

１０万円以上 旅行代金の２０％

日本旅行東北　福島支店 平日（月～金）
10：00～16：00

福島県福島市本町5-8 024-522-6161 福島発　仙台行きのみ

道の駅米沢　総合観光案内所 9：00～18：00 山形県米沢市川井1039-1 0238-40-8400 米沢発　仙台行きのみ

会津トラベルサービス 平日（月～金）
9：00～17：30

福島県会津若松市白虎町227 0242-24-6666 会津若松発　仙台行きのみ

常磐交通観光　本社
平日　9：30～17：30
 土 　 9：30～15：30

福島県いわき市平上荒川字長尾74-8 0246-29-5611 いわき発　仙台行きのみ

■大人1名様 単位：円

ＴＥＬ022-256-6646

仙台駅東口バス案内所宮城県知事登録 旅行業第２－１６４号

全国旅行業協会正会員

国内旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取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てご不明な点がありましたら、ご遠慮なく営業所の旅行業務取扱管理者

へお尋ねください。

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1

国内旅行業務取扱管理者 植 野 旭

旅行代金一覧

高速バスの時刻表、食事利用券対象店舗は

ホームページをご覧ください 検索

※上記の他、下記の窓口でもお取り扱いいたします。



発売箇所一覧
2020.10.1 現在

発売箇所 取扱い路線 営業時間 住所 電話番号

 ＪＲバス東北　盛岡支店 盛岡発　仙台行き 9：00～17：00 岩手県盛岡市盛岡駅前通1-41 019-604-2211

 ＪＲバス東北
 仙台駅東口バス案内所

仙台発　盛岡行き
仙台発　古川行き
仙台発　福島行き
仙台発　米沢行き
仙台発　会津若松行き
仙台発　いわき行き
盛岡発　仙台行き
古川発　仙台行き
福島発　仙台行き
米沢発　仙台行き
会津若松発　仙台行き
いわき発　仙台行き

窓口　7：30～18：00
電話　9：00～18：00

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1
022-256-6646

 ＪＲバス東北
　盛岡駅切符売り場 盛岡発　仙台行き 窓口　7：50～19：10

電話　9：00～18：00 ＪＲ盛岡駅内2階 019-624-4474

 ＪＲバス東北　福島支店 福島発　仙台行き 9：00～17：00 福島県福島市太田町3-11 024-534-2011

日本旅行東北　古川支店 古川発　仙台行き

平日（月～金）
窓口10：00～16：30
※12：30～14：00除く

電話9：30～17：30

宮城県大崎市古川駅前大通３―３
―１９　古川駅前ビル３階
古川駅から徒歩７分

0229-22-1222

宮城交通
　仙台高速バスセンター

仙台発　盛岡行き
仙台発　福島行き

窓口　6：50～21：00
電話　9：00～19：00

宮城県仙台市青葉区中央１丁目
６−３５　 東京建物仙台ビル １F 022-261-5333

道の駅米沢
　　　総合観光案内所 米沢発　仙台行き 9：00～18：00 山形県米沢市川井1039-1 0238-40-8400

日本旅行東北　福島支店 福島発　仙台行き
平日（月～金）

窓口10：00～16：00
電話10：00～16：00

福島県福島市本町５－８
　福島第一生命ビル１階 024-522-6161

常磐交通観光　本社 いわき発　仙台行き 平日　9：30～17：30
土　9：30～15：30

福島県福島県いわき市平上荒川字長尾74-8 0246-29-5611

会津トラベルサービス 会津若松発　仙台行き
平日（月～金）

窓口　9：00～17：30
電話　9：00～17：30

福島県会津若松市白虎町227 0242-24-6666

常磐交通観光
　　　　植田営業所

いわき発　仙台行き
平日　9：30～13：00
　　　　14：00～17：30

土　9：30～13：00
　　14：00～15：30

福島県いわき市植田町中央１丁目14-1 0246-63-3206

常磐交通観光
　　　　小名浜営業所

いわき発　仙台行き
平日　9：30～13：00
　　　　14：00～17：30

土　9：30～13：00
　　14：00～15：30

福島県いわき市小名浜上明神町19 0246-53-3211

※食事利用券対象店舗の内容は予告なしに変更になる場合があります
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食事利用券対象店舗一覧
2020.9.15 現在

仙台エリア 営業時間 記事 店舗情報

伊達の牛たん本舗 11：00～21：30

ＪＲ仙台駅3Ｆ　牛たん通り

牛たん炭焼　利久 11：00～21：30

味の牛たん　喜助 11：00～21：30

たんや善治郎 11：00～21：30

ＪＲ仙台駅3Ｆ　すし通り
気仙沼あさひ鮨 11：00～21：30

すし三陸前 11：00～21：30

寿司処こうや 11：00～21：30

牛たん焼助 11：00～21：30

牛たんと仙台牛　伊勢屋 11：00～21：30

仙台鮨　仙台駅3階店 11：00～21：30

レストラン　セレニティ 11：00～15：00　17：00～20：30

ホテルメトロポリタン仙台
日本料理・鉄板焼　はや瀬 11：00～14：00　17：00～20：30

中国料理　桃李 11：00～15：00　17：00～20：30

ロビーラウンジ　シャルール 9：00～19：00

盛岡エリア 利用時間 記事 店舗情報

1 チャイニーズダイニング　ＪＵＥＮ 11：30～15：00
ホテルメトロポリタン

盛岡本館4階

11：30～15：00

5 東家（本店/駅前店/大手先店） 11：00～15：00
わんこそばと郷土料理

　盛岡市内の3店舗

2 日本料理　対い鶴 11：30～15：00
ホテルメトロポリタン

盛岡ＮＥＷ　ＷＩＮＧ　1階

3 フランス料理　モン・フレーブ 11：30～15：00 ホテルメトロポリタン
盛岡ＮＥＷ　ＷＩＮＧ　2階4 ダイニング&バー　ジョバンニ

古川エリア 利用時間 記事 店舗情報

1 君鮨 11:00～14：00、16：30～22：00 寿司料理　ＪＲ古川駅より徒歩10分　
定休日：毎週月曜日
ＴＥＬ：0229-23-3611

2
新宿とんかつ
さぼてん古川駅ビル店

10:00 - 20:00 ＪＲ古川駅ピボット1階

米沢エリア 利用時間 記事 店舗情報

1 上杉城史苑　アビシス 11：00〜14：00
米沢牛

上杉神社前バス停より徒歩1分
定休日：毎週水・木曜日

2 金剛閣 11:00～15:00
米沢牛　ＪＲ米沢駅より徒歩10分

定休日：毎週火曜日

3 新杵屋・食房 杵・マレット
新杵屋　7：00～18：30

杵（平日）　11:00～15:00
　　（土日）　11：00～20：00

マレット　9：00～18：30

米沢牛・弁当・カフェ
　ＪＲ米沢駅より徒歩1分

※杵・マレットは毎週火曜定休日

4 上杉伯爵邸 11：00～14：00
郷土料理・米沢牛

上杉神社前バスより停徒歩5分
休館日：毎週水曜日

5 米沢牛　牛鍋おおき （平日）11:00～15:00
（土日）11：00～21：00

米沢牛　ＪＲ米沢駅より徒歩3分
定休日：毎週水曜日

福島エリア 利用時間 記事 店舗情報

1 すしところ辰巳 11：30～14：00 福島駅東口より徒歩２分

2 石林（シーリン） 11：30～14：30 福島駅東口より徒歩6分

3 ki-ichigo 11：30～14：30
福島駅西口　コラッセふくしま12階

不定休　店舗情報よりご確認ください

会津若松エリア 利用時間 記事 店舗情報

1 田季野 11：00～20：00 わっぱ飯　神明通バス停より徒歩5分

2 美酒・創菜ダイニング　寧々家 11：00～16：00 ＪＲ会津若松駅ピボット内

いわきエリア 利用時間 記事 店舗情報

海鮮寿司おのざき 11：00～14：30 LATOV[ラトブ]
 いわき駅前再開発ビル内産地直送の魚が味わえる店　たむら 11：00～15：00

寿司＆海鮮丼　寿司正 10：00～18：00

いわき・ら・ら・ミュウ内　海鮮グルメ通り1階　

魚料理と手打ちそば　竹むら 10：00～18：00

めし処　福助 10：00～18：00

麵屋　五鉄

いわき・ら・ら・ミュウ内　海鮮グルメ通り2階　漁師の店 やまろく 10：00～18：00

レストラン　ふぇにっくす 10：00～18：00

10：00～18：00

さかなや食堂　ウロコジュウ 10：00～18：00

さかな処 まさ常 10：00～18：00

レストラン いちよし 10：00～18：00

※食事利用券対象店舗の内容は予告なしに変更になる場合があります


