
ご旅行条件書（要旨） お申し込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり充分にお読み下さい。

この旅行は、弘前観光コンベンション協会（以下｢当協会｣という）が企画実施するも
のであり、この旅行に参加されるお客様と当協会との旅行契約は各コースに記載され
ている条件の他に下記の旅行条件及び当協会が定める旅行業約款（募集型企画旅
行契約）によります。
●旅行のお申込み及び契約の成立
①所定の申込書に所定の事項をご記入の上、旅行代金の20％以内で当協会が定め
る金額の申込金とともに、当協会にご提出下さい。また、郵便、FAX、Eメール等でお申
込みの場合は、所定の事項をご記入、当協会へ提出、当協会が予約を承諾した翌日か
ら起算して3日以内に申込金をお支払い下さい。旅行契約の成立は、当協会が契約の
締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
②旅行代金（申込金を除く残金）は、旅行開始日当日に係員にお支払い下さい。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に記載された交通費、宿泊費、食事代、イベント費、消費税等諸税、企画費が
含まれております。お客様の都合により一部利用されない場合でも払い戻しはいたし
ません。
●取消料
①お客様はいつでも次に定める取消料をお支払いいただいて旅行契約を解消するこ
とができます。取消及び変更に係わる受付時間は当協会の営業時間内となります。

　旅行開始日の前日から起算して 取消料

　20日前～8日前の解除 旅行代金の20％

　7日前～2日前の解除 旅行代金の30％

　前日の解除 旅行代金の40％

　当日の解除　 旅行代金の50％

　無連絡の不参加･旅行開始後の解除 旅行代金の100％

お客様のご都合ですでにお申込みのコースや出発日を取り消され、新たにお申込み
になる場合、またお申込みの人数の一部の人数を取り消される場合も、旅行代金に対
してお一人様につき取消料の対象となります。
●旅行案内・旅行代金の変更
当協会は、天変地異、暴動、官公署の命令、遅延など、当初の運行計画によらないサービ
スの提供、その他当協会の関与しない事由により旅行代金を変更することがあります。

●当協会の責任及び免責事項
①当協会は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当協会の故意または過失により
お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起
算して2年以内に当協会に対して通知があったときに限ります。手荷物の損害につい
ては、14日以内に通知があった場合に限り、お一人様15万円を限度として賠償します。
②当協会は、お客様が次に事例する事由により損害を破られたときは責任を負いません。
【1】天変地異、暴動またはこれらのための生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送等サービスの提供の中止または、これらのために生じる旅行日程の変更もし
くは旅行の中止【3】官公署の命令、伝染病による隔離または、これらのために生じる
旅行日程の変更もしくは旅行の中止【4】自由行動中の事故【5】食中毒【6】盗難【7】運
送期間の遅延、不通、スケジュールの変更、経路変更またはこれらのために生じる旅
行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
●旅行の取りやめ
お申込み人員が各コースに記載した最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取
り止める時があります。この場合、旅行開始日の前日から起算して7日前までに旅行
の中止する旨を通知します。
●お客様の責任
お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為もしくはお客様が当協会に規
定に反する行為により当協会が損失を被った場合は、お客様から損害の賠償を申し
受けます。
●特別補償
当協会は、当協会の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款特別補償規定に定め
るところにより、お客様がご旅行中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損
害について、賠償金および見舞金をお支払いいたします。ただし、その損害が疫病、
お客様の故意、酒酔い運転または危険な運転中の事故によるものであるときは、当協
会は上記の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
●旅程保証
①当協会は、パンフレットに記載した契約内容の内、次のような重要な変更が生じた
場合は、旅行代金に1％～ 3％の所定の率を乗じた変更補償金をお支払いいたしま
す。ただし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15％を限度とし、
又補償金額が1,000円未満の時はお支払いいたしません。なお当協会はお客様の同
意を得て、金額による変更補償金の支払いに代えこれと相応の物品または旅行サー
ビスの提供をもって補償を行うことがあります。

【1】旅行開始日または旅行終了日の変更【2】入場する観光地又は観光施設、レストラ
ン、その他の旅行目的地の変更【3】運送期間の等級または設備のより低い料金のも
のへの変更【4】運送期間の種類又は会社名の変更
②次に掲げる変更の場合は、変更補償金のお支払いはいたしません。ただし次の
【5】、【6】の事由がオーバーブッキングによるときは、同補償金をお支払いいたします。
【1】旅行日程に支障をもたらす悪天候、天変地異【2】動乱【3】暴動【4】官公署の命令
【5】欠航、休業等運送期間のサービスの停止【6】遅延、不通、運送スケジュールの変
更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。【7】旅行参加者の生命または
身体安全確保のため必要な処置
●その他
①その他この旅行条件による他、当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部の定め
るところによります。
②当協会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
③このパンフレットは2016年7月1日現在を基準としております。
●旅行業務取扱責任者
旅行業務取扱責任者とは、お客様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、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、遠慮な
く下記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

個人情報の取扱について　
①当協会および受託旅行業者は、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、お客様との間の連絡のため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・宿泊期間等の提供するサービスの手配およ
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。この当協会および受託旅行業では、【1】当協会の商品サービス、キャンペーン等の
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】特典サービス提供等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあり
ます。
②当協会は、当協会が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又
はメールアドレスなどお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものに
ついて利用させていただきます。当協会は、営業案内、催し物案内等ご案内、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。

■旅行企画・実施　青森県知事登録旅行業第３-１３３号　（一社）全国旅行業協会正会員　　総合旅行業務取扱管理者　井澤 智映子

公益社団法人 弘前観光コンベンション協会 〒036-8588 弘前市大字下白銀町2-1 弘前市立観光館内　TEL. 0172-35-3131　FAX. 0172-31-5445

募集型企画旅行実施可能エリア/弘前市･平川市･鯵ヶ沢町･鶴田町･板柳町･藤崎町･大鰐町･田舎館村･西目屋村･つがる市･大館市

www.hirosaki-kanko.or.jp
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中南津軽
まちあるき博覧会
2016

※期間中 随時開催！ 詳しくは中面で！

津軽の9月は
〝まちあるき〟が
アツい！

9/1───── 10/9
お電話で！ （受付時間9：00～17：00／土日祝 休み）

TEL.0172-35-3131
「ひろさき街歩き」ホームページで！

http://machi-aruki.sakura.ne.jp

【ご予約・お問合せ】津軽まちあるき観光推進実行委員会（公社）弘前観光コンベンション協会内

● 肖像権の利用について／ツアー開催中に新聞・テレビ他、メディアの取材が入り、ツアーの様子の撮影・放映また雑誌・パンフレット
　への掲載の可能性がありますが、肖像権の利用についてはご承認の上、ご参加いただきますようお願いいたします。

［西目屋村］ 津軽白神ツアー TEL.0172-85-3315
［田舎館村］ 企画観光課 TEL.0172-58-2111
［平　川　市］ 平川市観光協会 TEL.0172-44-1111
［黒　石　市］ NPO法人横町十文字まちそだて会 TEL.0172-59-2080
［藤　崎　町］ 企画財政課 TEL.0172-75-3111
［大　鰐　町］ 企画観光課 TEL.0172-48-2111

やむをえずキャンセルの場合は、必ずご連絡下さいますようお願いいたします。
無断キャンセルはお断りいたします。

● パンフレット・ホームページから、お好きな
　コースをお選び下さい。

● コースにより申し込み締め切り期間が異なります。
　パンフレット・ホームページにてご確認下さい。

● 当日は、開始時間10分前までに集合場所へ
　お集まり下さい。
● 集合場所は各コースごとに異なります。
　パンフレット・ホームページに明記してありますので
　ご確認下さい。
● 参加料は、ツアー開始前に各受付 or ガイドへ
　お支払い下さい。

お申込みはカンタン！電話・ホームページでお気軽にどうぞ。

コースを選びます❶ 予約をします❷ 当日集合します❸お電話またはホームページで！
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弘南鉄道大鰐線

岩木山
田舎館村

藤崎町



人気の「こぎん刺し」体験と、明治、大
正時代に建てられた教会や、洋館を巡
るツアー。津軽の伝統を守りながら生
活に息づく工芸品とレトロかわいい弘
前を満喫できる街歩きコースです。

津軽の手しごと「こぎん刺し」体験と
レトロ洋館散歩

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/1（木）～9/30(金） ※9/22（木）は除く
13：30～16：00
弘前路地裏探偵団チーム・アパテドラ
弘前市まちなか情報センター
2,500円 ※こぎん刺し体験料含む
毎回1～10名

場所：津軽屋台村かだれ横丁多目的ホール
日時：9/17（土）17：00～20：00

400年前の歴史を紡いできた弘前城。
江戸時代から城郭がほぼ変わっておら
ず、その広さは東京ドーム約10個分。そ
んな広大な園内をいいとこどりでご案
内しちゃいます。石垣修理工事に伴い、
2015年に移動した天守。今だけの場所
でお待ちしております。

弘前城2時間1本勝負！

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/1（木）～9/30(金）
10：00～12：00　13：30～15：30
弘前観光ボランティアガイドの会
弘前市立観光館
1,000円 ※弘前城本丸・北の郭入場料含む
毎回1～10名

曹洞宗33 ヶ寺がずらりと並ぶ弘前市
西茂森町にある禅林街。有事の際は出
城としての機能を併せ持っていたこの
寺町には弘前藩ゆかりの寺院やスポッ
トが満載です。

弘前城の鬼門を守る地
禅林街界隈寺町さんぽ

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/1（木）～9/30(金） ※9/22(木）は除く
10：00～12：00　13：30～15：30
弘前観光ボランティアガイドの会
弘前市立観光館
1,000円 ※長勝寺拝観料含む
毎回1～10名

江戸から明治までの交通の要であった
羽州街道矢立峠は、弘前藩の歴代藩主
をはじめ、伊能忠敬、吉田松陰、イザベ
ラバード、明治天皇などが歩いた歴史
の道といわれています。渓流のせせら
ぎと木々の薫りの中を、先人たちに想
いを馳せながら歩いてみませんか。

歴史の道  羽州街道矢立峠散策

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/10(土）　10：00～11：30
ひらかわ案内人
湯ノ沢入口
2,000円
最少催行人数2名

童心にかえり、探偵ごっこをしながら夕
暮れ時の弘前のバックストリートを探
険する90分！ガイドブックに載ってい
ない街角の裏話など、ディ－プな弘前を
知りたいならこのコースがおすすめ！

夕暮れ路地裏散歩！

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/2(金）～9/30(金） 
※毎週木曜日と9/17(土）は除く
17：30～19：00
弘前路地裏探偵団
弘前市まちなか情報センター
1,500円 ※記念品付
毎回10名

古地図や古い写真を片手に現代の街
並みに残る《歴史の痕跡》を発見。街の
変化のいきさつを空想・推測し、その街
のエピソードを探るまちあるきです。初
回の今回は、城郭都市としての弘前城
下のグランドデザインを探ります。

「まちの記憶」歩くヒストリーピン
～弘前城下のグランドデザインを探る～

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/3（土）
9：30～12：00
弘前路地裏探偵団
弘前市立観光館
1,500円
１～15名

古い建物が数多くのこる黒石の中でも
シンボル的存在となっているのが「消
防屯所」です。まちなかには第一、第
二、第三屯所と三つの屯所がほぼ当時
のまま残され、今も現役で町の安全を
守っているため、見学で中へ入れるの
もこのツアーならではです。

日本一古い現役消防車と昭和レトロな
屯所巡りツアー〈グルメ付〉

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/11（日）　11：00～15：00
NPO法人横町十文字まちそだて会
松の湯交流館
大人3,300円／小人2,500円 ※昼食付
20名

城址、文化財などの歴史に触れること
ができるコース。「いなかだて」を歩き、
歴史にふれながら刀匠による制作工
程、刀の説明も聴くことができるスペ
シャル版です。

いながだでの田舎あるぎ
歴史コース スペシャル 〈刀匠による説明付〉

［日時］

［ガイド］
［参加費用］
［定員］

9/3（土）、11（日）、17（土）、18（日）、24（土）
午後のみ催行日9/10（土）
10：00～11：30　13：30～15：00
田舎あるぎ衆　［集合場所］ 田舎館村役場門前
大人1,000円／中学生以下500円 ※刀の庵見学料含む
1～10名

［講演会］

［講師］

日本各地の「まちあるき観光」の現状について
～まちあるきのネクストステージ～
長崎コンプラドール事務局長／田中潤介 氏
※参加無料

［会費］
情報交換会「青森県内まちあるきソウルメイト大集合！」

4,000円

津軽地方独自の庭園様式「大石武学流
庭園」。今回は国名勝に指定されている
「瑞楽園」を含め、個人宅で大切にされ
ている庭園を特別に見学。解説は青森
県文化財保護審議委員で津軽の庭園に
詳しい、今井二三夫氏を講師に迎えて
ご案内します。

津軽の庭巡り
～百沢・五所川原・黒石の大石武学流庭園を訪ねて～

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/19（月）　8：30～17：00　☆9/1申込開始!!
※6/5開催のものと同じ内容です。
今井二三夫 氏
弘前市観光案内所前（JR弘前駅内）
5,000円 ※昼食付
35名

TV「路地裏探偵団がゆく！」の酒場探
偵でお馴染みの“とったん”と、妹？“新
橋”のユニット〈酒場探偵兄妹〉とゆく！
ぶらり気ままな飲み歩き鉄道の旅。知
らない土地で休日の午後をゆる～く、
まったりと酒を飲んで過ごしません
か？今回は大鰐町と学生の聖地“西弘
界隈”をゆる～く巡ります。

酒場探偵兄妹とゆく！
ぶらり飲み歩き弘南鉄道の旅【大鰐・西弘編】

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/22（木）　15：00～21：00
酒場探偵兄妹
弘南鉄道大鰐線中央弘前駅
5,000円 ※交通費・飲食代含む
1～５名

知らない店のスナックの扉を開けるのは
勇気がいるもの。地元ガイドが3軒のス
ナックを20分ずつご案内。各スナックで
飲み物1杯付。終了後、お気に入りの店
に戻るのも有り！（料金は別途笑）

鍛冶町ナイトツアー
【津軽美人スナック編】

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/23（金）
20：00～21：30
たびすけ
弘前市まちなか情報センター
4,000円
1～4名

西目屋村は白神山地だけじゃない！ 世界
自然遺産白神山地の玄関口で有名な西
目屋村。白神山地に向かう途中には、まだ
まだ知られていない穴場スポットがたく
さん。青森県のパワースポットの1つ乳
穂ヶ滝、スリル満点の岩谷観世音、その
秘密を里山ガイドがご案内いたします。

白神山地の恵み
にしめや目屋渓谷コース

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/1（木）～9/30(金） 9：30～11：30
西目屋村観光ガイド「里山探見」
ビーチにしめや
2,200円
最少催行人数2名

第1田んぼアート周辺を歩きながら、
使っている稲の種類や、田んぼアート
の作り方、裏話などが聞けるコースで
す。展望台から見下ろす前に、下から田
んぼアートを見てみませんか？事前に
説明を受けることで、いろんな視点から
田んぼアートをみることができますよ。

いながだでの田舎あるぎ
田んぼアートコース

［日時］
午前・午後催行日：9/1・3・8・10・11・16・17・18･23･24･29･30
午前のみ催行日：9/2･9･22
10：00～10：30　13：30～14：00
［ガイド］ 田舎あるぎ衆　［集合場所］ 田舎館村役場門前
［参加費用］ 100円　［定員］ 毎回1～10名

［日時］
午前・午後催行日：
9/1・3・8・10・11・16・17・18･23･24･29･30
午前のみ催行日：
9/2･9･22
10：00～11：00　13：30～14：30
［ガイド］ 田舎あるぎ衆　［集合場所］ 田舎館村役場門前
［参加費用］ 300円　［定員］ 毎回1～10名

城址、文化財などの歴史に触れること
ができるコース。「いなかだて」を歩き、
ほんの少しだけ深く田舎館村を知るこ
とができます。

いながだでの田舎あるぎ
歴史コース

古くから庭園のまちとして知られる尾
上地域。その庭園を囲む生け垣を眺め
ながらの散策。雄大な岩木山と田園風
景を楽しみ、津軽藩の祈願所であった
猿賀神社、春は桜、夏は蓮の花が美し
い猿賀公園、スタジオジブリのアニメ
映画「借り暮らしのアリエッティ」の舞
台参考となった盛美園を歩きます。

尾上地区の生け垣と庭園散策コース

［日時］

［ガイド］
［参加費用］
［定員］

9/3（土）、10（土）、17（土）、24（土）
10：00～12：00　13：30～15：30
ひらかわ案内人　［集合場所］ もてなしロマン館
2,000円 ※茶菓子・盛美園入園料含む
1～10名

弘前には面白い雑貨屋さんがたくさ
ん。プチ・スイーツで一息入れながら、
お気に入りのコンセプトの1軒を見つ
けて下さい。

弘前の代官山・雑貨屋めぐり
〈プチ・スイーツ付〉

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/4（日）
10：30～12：00
たびすけ
弘前市まちなか情報センター
2,000円
1～4名

こみせに設置された照明が浮かび上が
るころ、情緒ある町のたたずまいは昼
とは違った表情を見せます。ライトアッ
プされた昔ながらの酒蔵や呉服店、古
い消防屯所を巡ると時代をタイムス
リップしたような風景に出会えます。

夕暮れこみせ路地裏ツアー
〈ちょい食べ付〉

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/10（土）
17：30～19：00
NPO法人横町十文字まちそだて会
松の湯交流館
大人2,000円／小人1,500円
10名

弘前市 HIROSAKI コースNo.502・503弘前市 HIROSAKI コースNo.501 弘前市 HIROSAKI コースNo.504・505

弘前市 HIROSAKI コースNo.508コースNo.507 弘前市 HIROSAKI コースNo.513

コースNo.519・520コースNo.518 藤崎町 FUJISAKI コースNo.521

弘前市 HIROSAKI コースNo.526弘前市～大鰐町 HIROSAKI～OWANI コースNo.525 コースNo.527

田舎館村 INAKADATE コースNo.509・510

田舎館村 INAKADATE

田舎館村 INAKADATE西目屋村 NISHIMEYA コースNo.506 コースNo.511・512

弘前市 HIROSAKI コースNo.516平川市 HIRAKAWA コースNo.514・515平川市 HIRAKAWA 黒石市 KUROISHI コースNo.517

黒石市 KUROISHI黒石市 KUROISHI

黒石市 KUROISHI

弘前市 HIROSAKI コースNo.523コースNo.522 弘前市 HIROSAKI コースNo.524

コースNo.529大鰐町 OWANI コースNo.528 大鰐町 OWANI 弘前市 HIROSAKI コースNo.530

藤崎町の発展に関わった人物や場所
等、藤崎の歴史を辿るコースです。町の
中央部を南北に伸びる「せせらぎ遊歩
道」はウォ－キングにぴったり。昔のま
まの小道も多く、民家の庭先やりんご
畑など、のどかな風景に出会えます。ま
た、地元に親しまれてきたお菓子の名
店にも立ち寄ります。

藤崎（ふじ）さんぽモニターツアー

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/18（日）　10：00～11：30
藤崎町観光ガイド
藤崎駅
1,500円
1～10名

武家屋敷や標柱、水飲み場など、城下
町の痕跡が今も残る街なかを古地図
（想像図）を片手に散策し、ところどこ
ろで昔ながらのお菓子などをちょい食
べしながら黒石藩の歴史と文化に思い
をはせる、タイムスリップツアーです。

地図を片手に時代をさかのぼる
江戸陣屋巡りツアー 〈グルメ付〉

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/18（日）　11：00～15：00
NPO法人横町十文字まちそだて会
松の湯交流館
大人3,300円／小人2,500円 ※昼食付
20名

りんごで有名な弘前ですが、他の果物
を作っている農家さんもいっぱい！お
日様をたくさん浴びて育った旬のくだ
ものを収穫＆スイーツづくりを体験で
きちゃいます。昼食はりんご畑の真ん
中でバーベキュー！手ぶらでお楽しみ
いただけます。

旬のくだものハントと手ぶらでBBQ

［日時］

［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/18（日）
9：00～13：10
JR弘前駅もしくは弘前市立観光館
8，000円 ※昼食付
5～18名

黒石のまちなかを散策する定番コー
ス。散策しながら昔ながらのお菓子や
お餅をつまみ食いしたり、お昼には黒
石グルメ弁当も楽しめます。

こみせ通りの商家やなりわいを巡る
黒石まちなか探訪ツアー 〈グルメ付〉

［日時］

［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/24（土）
10：30～14：30
NPO法人横町十文字まちそだて会 
松の湯交流館 
大人3,300円／小人2,500円 ※昼食付 
20名

大鰐町と秋田県大館市の県境にある、高さ
24m・周囲74mの巨岩「石の塔」はご存じです
か？津軽地方には「石の塔見ねうぢ、でっけーご
としゃべらいねぞ！（石の塔を見ないうちは、大
きなことは言えないよ）」と、昔から言い伝えが
あります。天から降ってきた神様として信仰され
た巨岩を、自分の目で確かめに行きませんか？
下山後は鰐comeの温泉で疲れを癒しましょう♪（貸しタオル有/別途250円）

一見の価値あり！
「石の塔、見に行ぐべ！」トレッキング

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/25（日）　8：30～11：30
OＨ!!鰐 元気隊
鰐come 
2,500円 ※往復バス代500円が別途かかります。
2～10名

ノスタルジックな街並みが広がる大鰐
町を散策しながら、町の歴史や地域の
人々に愛され続けている伝統の技に触
れ、散策の途中でほっと一息足湯につ
かります。湯けむりや湯の香りが漂う温
泉郷・大鰐町のどこか温かい風情を感
じながら散策を楽しみ、最後は鰐come
でゆっくり温泉入浴をお楽しみ下さい。（貸しタオル有/別途250円）

いいでば大鰐！
いで湯の郷の魅力発見まちあるき

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/24（土）　10：00～11：30
OＨ!!鰐 元気隊 
鰐come 
1,500円 ※鰐come温泉入浴券付 
2～10名

世界遺産登録で注目される、近代建築家 
ル・コルビュジエ。彼に師事したモダニズ
ム建築の旗手・前川國男の建築が弘前に
は8つもあります。記念すべき国内デ
ビュー作の木村産業研究所をはじめ、晩
年の作品･弘前市斎場まで6棟を、前川國
男の建物を大切にする会のメンバーをガイ
ドに歩いてめぐります。

ル・コルビュジエ世界遺産登録記念  日本近代建築の
巨匠・前川國男建築物探訪まちあるきツアー

［日時］
［ガイド］
［集合場所］
［参加費用］
［定員］

9/25（日）、10/9（日）　14：00～16：30
前川國男の建物を大切にする会
弘前市立観光館
1,200円
5～30名

中南津軽まちあるき博覧会2016 プログラム
【第1部】 17：00～18：00 【第 2部】 18：00～20：00

青森県内のまちあるき関係者大集合！
青森県まちあるき
ソウルメイトミーティング開催！

＊ＦＵＫＡＧＵ－ＡＳＡＧＵとは…  津軽弁で、「深く、浅く」と、「深く歩く」の２つの意味を持っています。新しい発見、知られざるエピソード、人に出会える
「深いまちあるき」を、気軽に気ままに、深かったり浅かったり、参加者それぞれのスタイルで、まちあるきを楽しんでほしいという思いが込められています。

「FUKAGU-ASAGU」
お問合せ：津軽まちあるき観光推進実行委員会 TEL.0172-35-3131

※オプションまちあるき（希望者のみ） 参加料 1,500円
15：00～16：45「路地裏探偵団とゆく！路地裏散歩」

soul mate meeting



ご旅行条件書（要旨） お申し込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり充分にお読み下さい。

この旅行は、弘前観光コンベンション協会（以下｢当協会｣という）が企画実施するも
のであり、この旅行に参加されるお客様と当協会との旅行契約は各コースに記載され
ている条件の他に下記の旅行条件及び当協会が定める旅行業約款（募集型企画旅
行契約）によります。
●旅行のお申込み及び契約の成立
①所定の申込書に所定の事項をご記入の上、旅行代金の20％以内で当協会が定め
る金額の申込金とともに、当協会にご提出下さい。また、郵便、FAX、Eメール等でお申
込みの場合は、所定の事項をご記入、当協会へ提出、当協会が予約を承諾した翌日か
ら起算して3日以内に申込金をお支払い下さい。旅行契約の成立は、当協会が契約の
締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
②旅行代金（申込金を除く残金）は、旅行開始日当日に係員にお支払い下さい。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に記載された交通費、宿泊費、食事代、イベント費、消費税等諸税、企画費が
含まれております。お客様の都合により一部利用されない場合でも払い戻しはいたし
ません。
●取消料
①お客様はいつでも次に定める取消料をお支払いいただいて旅行契約を解消するこ
とができます。取消及び変更に係わる受付時間は当協会の営業時間内となります。

　旅行開始日の前日から起算して 取消料

　20日前～8日前の解除 旅行代金の20％

　7日前～2日前の解除 旅行代金の30％

　前日の解除 旅行代金の40％

　当日の解除　 旅行代金の50％

　無連絡の不参加･旅行開始後の解除 旅行代金の100％

お客様のご都合ですでにお申込みのコースや出発日を取り消され、新たにお申込み
になる場合、またお申込みの人数の一部の人数を取り消される場合も、旅行代金に対
してお一人様につき取消料の対象となります。
●旅行案内・旅行代金の変更
当協会は、天変地異、暴動、官公署の命令、遅延など、当初の運行計画によらないサービ
スの提供、その他当協会の関与しない事由により旅行代金を変更することがあります。

●当協会の責任及び免責事項
①当協会は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当協会の故意または過失により
お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起
算して2年以内に当協会に対して通知があったときに限ります。手荷物の損害につい
ては、14日以内に通知があった場合に限り、お一人様15万円を限度として賠償します。
②当協会は、お客様が次に事例する事由により損害を破られたときは責任を負いません。
【1】天変地異、暴動またはこれらのための生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送等サービスの提供の中止または、これらのために生じる旅行日程の変更もし
くは旅行の中止【3】官公署の命令、伝染病による隔離または、これらのために生じる
旅行日程の変更もしくは旅行の中止【4】自由行動中の事故【5】食中毒【6】盗難【7】運
送期間の遅延、不通、スケジュールの変更、経路変更またはこれらのために生じる旅
行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
●旅行の取りやめ
お申込み人員が各コースに記載した最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取
り止める時があります。この場合、旅行開始日の前日から起算して7日前までに旅行
の中止する旨を通知します。
●お客様の責任
お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為もしくはお客様が当協会に規
定に反する行為により当協会が損失を被った場合は、お客様から損害の賠償を申し
受けます。
●特別補償
当協会は、当協会の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款特別補償規定に定め
るところにより、お客様がご旅行中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損
害について、賠償金および見舞金をお支払いいたします。ただし、その損害が疫病、
お客様の故意、酒酔い運転または危険な運転中の事故によるものであるときは、当協
会は上記の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
●旅程保証
①当協会は、パンフレットに記載した契約内容の内、次のような重要な変更が生じた
場合は、旅行代金に1％～ 3％の所定の率を乗じた変更補償金をお支払いいたしま
す。ただし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15％を限度とし、
又補償金額が1,000円未満の時はお支払いいたしません。なお当協会はお客様の同
意を得て、金額による変更補償金の支払いに代えこれと相応の物品または旅行サー
ビスの提供をもって補償を行うことがあります。

【1】旅行開始日または旅行終了日の変更【2】入場する観光地又は観光施設、レストラ
ン、その他の旅行目的地の変更【3】運送期間の等級または設備のより低い料金のも
のへの変更【4】運送期間の種類又は会社名の変更
②次に掲げる変更の場合は、変更補償金のお支払いはいたしません。ただし次の
【5】、【6】の事由がオーバーブッキングによるときは、同補償金をお支払いいたします。
【1】旅行日程に支障をもたらす悪天候、天変地異【2】動乱【3】暴動【4】官公署の命令
【5】欠航、休業等運送期間のサービスの停止【6】遅延、不通、運送スケジュールの変
更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。【7】旅行参加者の生命または
身体安全確保のため必要な処置
●その他
①その他この旅行条件による他、当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部の定め
るところによります。
②当協会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
③このパンフレットは2016年7月1日現在を基準としております。
●旅行業務取扱責任者
旅行業務取扱責任者とは、お客様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、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、遠慮な
く下記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

個人情報の取扱について　
①当協会および受託旅行業者は、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、お客様との間の連絡のため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・宿泊期間等の提供するサービスの手配およ
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。この当協会および受託旅行業では、【1】当協会の商品サービス、キャンペーン等の
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】特典サービス提供等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあり
ます。
②当協会は、当協会が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又
はメールアドレスなどお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものに
ついて利用させていただきます。当協会は、営業案内、催し物案内等ご案内、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。

■旅行企画・実施　青森県知事登録旅行業第３-１３３号　（一社）全国旅行業協会正会員　　総合旅行業務取扱管理者　井澤 智映子

公益社団法人 弘前観光コンベンション協会 〒036-8588 弘前市大字下白銀町2-1 弘前市立観光館内　TEL. 0172-35-3131　FAX. 0172-31-5445

募集型企画旅行実施可能エリア/弘前市･平川市･鯵ヶ沢町･鶴田町･板柳町･藤崎町･大鰐町･田舎館村･西目屋村･つがる市･大館市

www.hirosaki-kanko.or.jp
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中南津軽
まちあるき博覧会
2016

※期間中 随時開催！ 詳しくは中面で！

津軽の9月は
〝まちあるき〟が
アツい！

9/1───── 10/9
お電話で！ （受付時間9：00～17：00／土日祝 休み）

TEL.0172-35-3131
「ひろさき街歩き」ホームページで！

http://machi-aruki.sakura.ne.jp

【ご予約・お問合せ】津軽まちあるき観光推進実行委員会（公社）弘前観光コンベンション協会内

● 肖像権の利用について／ツアー開催中に新聞・テレビ他、メディアの取材が入り、ツアーの様子の撮影・放映また雑誌・パンフレット
　への掲載の可能性がありますが、肖像権の利用についてはご承認の上、ご参加いただきますようお願いいたします。

［西目屋村］ 津軽白神ツアー TEL.0172-85-3315
［田舎館村］ 企画観光課 TEL.0172-58-2111
［平　川　市］ 平川市観光協会 TEL.0172-44-1111
［黒　石　市］ NPO法人横町十文字まちそだて会 TEL.0172-59-2080
［藤　崎　町］ 企画財政課 TEL.0172-75-3111
［大　鰐　町］ 企画観光課 TEL.0172-48-2111

やむをえずキャンセルの場合は、必ずご連絡下さいますようお願いいたします。
無断キャンセルはお断りいたします。

● パンフレット・ホームページから、お好きな
　コースをお選び下さい。

● コースにより申し込み締め切り期間が異なります。
　パンフレット・ホームページにてご確認下さい。

● 当日は、開始時間10分前までに集合場所へ
　お集まり下さい。
● 集合場所は各コースごとに異なります。
　パンフレット・ホームページに明記してありますので
　ご確認下さい。
● 参加料は、ツアー開始前に各受付 or ガイドへ
　お支払い下さい。

お申込みはカンタン！電話・ホームページでお気軽にどうぞ。

コースを選びます❶ 予約をします❷ 当日集合します❸お電話またはホームページで！

弘前市

西目屋村

大鰐町
平川市

黒石市

碇ヶ関I.C.

大鰐・弘前I.C.

黒石I.C.

弘南鉄道黒石線

東北自動車道

JR奥羽本線

JR五能線

弘南鉄道大鰐線

岩木山
田舎館村

藤崎町


