
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、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」をお支払いいただくこととなります。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いたします。お客様は、当社およびGo To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。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年4月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

秋田・山形

日本全国、津々浦々、盆踊りは数あれど、西馬音内の盆踊りほど「魅せる」ことにこだわった
盆踊りはありません。昭和10年に行われた「第9回全国郷土舞踊民謡大会」に出場するとなっ
たとき、西馬音内の女性たちは振り付けを学び直し、集団でも映えるように統一。衣装も細
かい配色や染め方にまでこだわり、太鼓と笛だけだった囃子方にも三味線や鼓、鉦を加えより
リズミカルに進化させました。ダンスに昇華したわけです。日本伝統の地を這うような4拍子。
見る者の心に響くのは、体に染みついたリズムだからでしょう。そこに流麗なダンスが加わる
ことで、盆踊りの範疇に収まらない芸術が生まれます。涼しくも熱い、秋田の夜にお誘いします。

ツアープランナーより

流れるように踊り進んでいきます（イメージ）

日本の夏祭り

裏面もご覧ください

秋田・西馬音内の盆踊り 3日間
秋田の伝統芸能をじっくり鑑賞

頭巾を被った、亡者踊りといわれる盆踊りも

幽玄の世界に誘われる、西馬音内の盆踊りを観賞
西馬音内の盆踊りは、阿波踊り、郡上お
どりと並ぶ、日本三大盆踊りのひとつで、
盆踊りとしては全国初の重要無形民俗文
化財に指定されました。一説では鎌倉時
代にまでその起源を遡れるようですが、
先祖供養と豊作を願い、年に一度の盛大
な祭りとして西馬音内に定着していきま
した。
優雅で静かな「音頭」とテンポが早めの「が
んけ」という2種類の踊りに、編み笠、頭
巾と衣装、お囃子も複数あり、観客を夜
通し魅了します。

西馬音内盆踊り（イメージ）
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イザベラ・バードも心惹かれた、ロマンチックな町「金山」へ

往時の繁栄を伝える増田を散歩

明治時代に日本を旅した英国の旅行家イザベラ・バード。日本の原風景を見たいと東北
へ足を延ばした際、訪れたのが山形県の金山です。著書『日本奥地紀行』では、この町を
こう評しています。
「険しい尾根を越えて、非常に美しい風変りな盆地に入った。ピラミッド形の丘陵が半
円を描いており、その山頂までピラミッド形の杉の林で覆われ、北方へ向う通行をすべ
て阻止しているようにも見えるので、ますます奇異の感を与えた。その麓に金山の町が
ある。ロマンチックな雰囲気の場所である」
当時の面影を残す町並みは今も健在。昭
和61年に制定された景観条例により建物
のデザインは規制され、昔からの町並み
をただ守るだけではなく、旧家の蔵を活
用するなど残したい街並みを作ることに
尽力しています。イザベラ・バードの心
に染み入った景観へ。素朴で味わいのあ
る町を散策します。

川の合流地点にあり陸運、水運の要衝であった増田。江戸時代には養蚕や葉タバコなどの
農業で栄え、明治時代には商業活動が発展、鉱山など活況を呈し、意匠を凝らした家々が
立ち並びました。今もその伝統的な町並みが残され、角館に次いで県内で2番目の重伝建
に指定されました。内部に床の間を配した座敷間を有する「座敷蔵」を持つユニークな内蔵
が数多くあることでも知られます。

�◯日本三大盆踊りのひとつに数えられる西馬音
内盆踊りを観賞します。

�◯雪から土蔵を守る「内蔵」が特徴的な増
田を散策します。

��◯イザベラ・バードも滞在した金山町も訪れま
す。

ここにご注目  旅のポイント

■最少催行人員 :10 名　■食事 : 朝食 2 回、昼食 2 回、夕食 2 回　
■添乗員 : 東京駅ご出発から東京駅ご到着まで随行いたします。
■ホテル：秋の宮温泉／秋の宮山荘（バス・トイレ付き和室または洋室ツイン）
■利用予定バス会社：岩手県北バス又は同等クラス
■利用予定運送機関：新幹線普通車指定席

1
東京駅09：30 ～ 10：40発（新幹線）D北上駅12：50 ～
13：40着 B羽後町（●西馬音内盆踊り会館）Bホテル
17:00着 【2連泊】（秋の宮温泉泊）ssy

2

秋の宮温泉B増田町（伝統的な内蔵の家並みが残る○増田
の歴史ある家並みの見学、散策を楽しみます）B○湯沢
の酒造の見学Bホテル
早めの夕食の後、○西馬音内の盆踊り観賞へ（注）B秋
の宮温泉23:30頃の宮温泉 （秋の宮温泉泊）ahy

3
秋の宮温泉Bイザベラ・バードゆかりの○金山の散策B
新庄駅15：17 ～ 17：12発（新幹線）D東京駅18：48 ～
20：48着 ahs

※新幹線の時刻は出発の20日前までに確定し、最終書面にてご案内し
ます。
（注）西馬音内の盆踊りは4月20日現在は開催予定ですが、新型コロナ
感染症の状況により規模の縮小、または中止となることもございます。

集合・日数・出発日 旅行代金
【東京駅集合・3日間】
8月17日（水） ¥158,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥15,000にて承ります）
現地合流プラン：北上駅合流/新庄駅離団 ￥24,000引き

イザベラ・バードがピラミッドとたとえた金山町周辺の風景

町並み保存活動が活発な金山町は、素朴な美しさが溢れてい
ます　©山形県

重要伝統的建造物群保存地区の増田の散策も　 増田の内蔵　家族の居室として使われたといわれます

西馬音内盆踊り（イメージ）


