
Ｂ 下北半島コース 総歩行距離：約１５㎞ 宿泊：むつグランドホテル

Ａ 津軽半島コース 総歩行距離：約１５㎞ 宿泊：ホテル竜飛

Ｃ 夏泊半島コース 総歩行距離：約２２㎞ 宿泊：まかど観光ホテル

６/２５
（土）

６/２６
（日）

【9：20】青い海公園 新中央ふ頭 道の駅よこはま菜の花プラザ

横浜小学校 むつ市内(昼食)      北の防人大湊安渡館(ガイド案内)
[日本最古の重力アーチ式石造堰堤水源池公園等]

まさかりプラザ 常念寺(木造阿弥陀如来坐像拝観) 田名部神社

まさかりプラザ <17：15> むつグランドホテル

６/２５
（土）

６/２６
（日）

６/２５
（土）

６/２６
（日）

【9：00】ホテル竜飛 太宰治文学碑 階段国道３３９号線上り(３６２段)

義経海浜公園 さざなみ公園 今別町内(昼食) 奥平部集会場

観瀾山公園 蟹田駅前市場ウェル蟹 <16：10> 青森駅

【9：20】青い海公園 新中央ふ頭 よもぎ温泉 マルシェよもぎた

平舘神社 外ヶ浜町内(昼食) 聞法寺(聞法龍王神拝観)

高野崎 鋳釜崎(吉田松陰東北遊日記之碑) 厩石公園・義経寺

龍飛崎灯台 <17：15> ホテル竜飛

実 施 日

旅 程 表 詳しい申込方法等は裏面をチェック‼

主催：むつ湾広域連携協議会（青森市経済部観光課内 ☎０１７-７３４-５１７９）

バス ウォーク フェリー 【 】出発時間 ＜ ＞到着時間

【8：30】むつグランドホテル 北の防人大湊安渡館 大湊航空基地ゲート前
（海上自衛隊大湊港）

小沢地区コミュニティセンター むつ市内(昼食) 脇野沢港

<15：00> 青森港

【9：20】青い海公園 新中央ふ頭 道の駅ゆ～さ浅虫

平内町内(昼食) 夏泊半島・大島 椿山神社 浅所海岸

小湊駅 藩境塚(津軽藩・南部藩境界) <16：25> まかど観光ホテル

【8：30】まかど観光ホテル 藩境塚 復元北前型弁才船「みちのく丸」
（常夜燈）

野辺地海浜公園 横浜町向平 横浜町漁業協同組合 横浜町内(昼食)

八幡神社(参拝) 横浜小学校 <17：00> 青森駅

陸奥湾を囲む３つの半島をコースでつなぎ、それぞれのコースの
観光資源（景観、温泉、自然、食）を楽しみながら沿岸市町村を
リレーする陸奥湾１周のウォーキングイベントを開催！

むつＯＮＥ
リレーウォーク

募集概要

旅 行
代 金

（お１人様）
（税込料金）

宿泊内容 A 津軽半島コース B 下北半島コース C 夏泊半島コース

２名以上１室ご利用 ２２，０００円 ２７，０００円 ２２，０００円

１名様１室ご利用
※部屋数に限り有 ２７，０００円 ３２，０００円 ２７，０００円

全３コース 各２０名 最少催行人数各コース１０名 旅行代金（お１人様）２２，０００円～

■参加条件 日本国内在住者の方で、年齢、性別を問わず、裏面の参加条件に該当する方
■食事条件 朝食１回・昼食２回・夕食１回 ■添乗員同行 ■利用バス 弘南バス（予定）

陸奥湾

青森市

平内町

野辺地町

横浜町

今別町

蓬田村

外ヶ浜町 むつ市

外ヶ浜町

高野崎

※写真はイメージです。

夏泊半島 大島

道の駅よこはま菜の花プラザ

まかど観光ホテル 八幡神社

むつグランドホテル

ホテル竜飛

地元食材を使用
した料理を堪能！

北の防人 大湊安渡館

脇野沢港

階段国道339号

復元北前船弁財船みちのく丸

マルシェよもぎた

（公財）むつ小川原地域・産業振興財団の
支援を受けて実施しています。

※天候・交通事情等により行程が変更となる場合がございます。

※天候・交通事情等により行程が変更となる場合がございます。

※天候・交通事情等により行程が変更となる場合がございます。



■旅行企画 ㈱日専連旅行センター
実 施 ☎０１７-７３５-１１５４（営業時間 月・水・金曜日 ９：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０）

〒０３０-０８０１ 青森市新町２-７-１６

■企画提案

特定非営利活動法人

青森県ウォーキング協会

旅行条件（抜粋） ※事前にご確認の上、お申込みください。

申込方法
期間：令和４年４月２８日(木)～６月１日(水)締切 ※定員に達し次第締切

１.募集企画型旅行契約
この募集企画型企画旅行は、㈱日専連旅行センター（以下当
社）が企画・募集する企画旅行であり、この旅行に参加される
お客様は当社と募集企画型旅行契約を締結することになります。
又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各
コース毎に記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日
程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」に
よります。

２.旅行の申込
(１)申込書に所定の事項を記入の上、お１人様につき、下記の申
込金を添えてお申込みいただきます。お申込み金は旅行代金、
取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。ま
たお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合に
は、お申込みの時にお申し出ください。可能な範囲内で当社は
これに応じます。

(２)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお
申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立
しておらず、当社が予約の承諾を通知した翌日から起算して３
日以内に申込書と申込金を提出していただきます。

３.契約の成立と契約書面の交付
(１)募集型企画旅行契約は、当社の契約の締結を承諾し前項の申
込金を受領したときに成立するものとします。

(２)通信契約は前項の規定に関わらず、当社が契約の締結を承諾
する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、
契約締結を承諾する旨をE-mail等の電子承諾通知の方法で通知
した場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するもの
とします。

(３)当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の
旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下

「契約書面」）をお渡しいたします。
（当チラシはこのご旅行条件書において、契約書面の一部といた
します。）
当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、
当契約書面に記載いたします。

４.申込条件
20歳未満の方の単独の申込は保護者の同意が必要です。

５.確定書面（最終日程表）の交付
当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名
称が確定されてない場合には利用予定の宿泊機関及び表示上重
要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付
後旅行開始日の前日（旅行開始日の８日前以降のお申込みに関
しては旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した書面

（以下「確定書面）をお渡しいたします。
６.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の１５日前までにお支払いください。
＜旅行代金に含まれるもの＞
・旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈がない限り
エコノミークラス）、宿泊費、食事代、旅行取消料金及び消
費税等諸税。

・添乗員が同行するコースではこの他に添乗員経費、団体行動
に必要な心付を含みます。

上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても
払戻しいたしません。（行程に含まれない交通費等の諸費用及
び個人的費用は含みません。）

７.お客様からの旅行契約の解除
(１)旅行開始前
お客様はいつでも次に定める取消料（お１人様につき）をお支
払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場
合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の
取消料を差し引き払戻いたします。申込金のみで取消料がまか
なえないときは、その差額を申し受けます。（なお、表中、お
客様が当社及び旅行業法で規定された「委託営業所」（以下、
当社ら）のそれぞれの営業日、営業時間内に取消する旨をお申
し出いただいた時を基準とします。）

(２)募集型企画旅行の取消料

８.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止
(１)旅行開始前
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に国内募集型企画
旅行契約を解除することがあります。

・最少催行人数に満たないときは旅行の実施を取りやめることが
あります。この場合は旅行開始前の１４日前までにご連絡をし、
当社にお預かりしている旅行代金は全額お返しし、この旅行契
約を解除いたします。

９.当社の責任及び免責事項
(１)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社の故意又は過失に
よりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任
じます。ただし、損害発生日から２年以内に当社に対して通知
があった場合に限ります。

(２)手荷物について生じた９.（１）の損害については、同項の規
定にかかわらず、損害発生日から１５日以内を限度（当社に故
意又は重大な過失がある場合を除きます）として賠償します。

(３)お客様が次に例示するような事由により損害を被られたとき
は、上記の責任を負うものではありません。

イ.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変
更もしくは旅行の中止

ロ.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又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

ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離
ニ.自由行動中の事故
ホ.食中毒、盗難
ヘ.運送機関の遅延、不通、又はこれらによって生ずる旅行日程の
変更もしくは目的地滞在時間の短縮

10.特別補償
当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画
旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、参加者が旅行
参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体、
又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定め
る額の補償金及び見舞金を支払います。

11.個人情報の取扱
当社は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、
お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させて
いただくほか、必要な範囲内で当該機関等に提供いたします。

12.基準期日
この旅行条件は、2022年4月1日現在の運賃・料金を基準として
います。取消日

旅行開始日の前日から起算して

旅行開始
日の前日

旅行開始の
当日（旅行開
始前）

旅行開始後
及び無連絡
不参加２０日目～

８日目
７日目～
２日目

取消料率 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％

旅行
代金

３万円
未満

３万円以上
６万円未満

６万円以上
１０万円未満

１０万円以上
１５万円未満

１５万円
以上

お申
込金

6,000円
～

旅行代金
まで

12,000円
～

旅行代金
まで

20,000円
～

旅行代金
まで

30,000円
～

旅行代金
まで

代金の
20％～
旅行代金
まで

[国内旅行傷害保険加入のおすすめ]
安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で保険
をかけられますようおすすめいたします。

参加申込は、ＦＡＸ（下記の参加申込書に必要事項を記入）または、メール（yoyaku＠nissenren-travel.jp）

で受け付けています。詳しい情報は、ＨＰ（右記ＱＲコード）でもご確認いただけます。

新型コロナウイルス

ワクチン２回接種済

新型コロナ
ウイルス
感染症対策

・旅行中や食事中、お部屋などで他人と接触する機会がない場合を除きマスクの着用をお願いいたします。
・出発時受付係員や添乗員などについてもお客様と接する際にマスクの着用を義務付けております。
・弊社が手配する旅行サービス提供事業者は、原則として適切な感染防止対策を取っている事業者に限定されております。
※このイベントは新型コロナウイルス感染症対策を実施しての開催となりますが、感染症の発生状況によっては、イベント内容の変更・中止をいたします。
中止の場合は、お預かりした旅行代金は全額お返しし、旅行契約を解除いたします。予めご了承の上、お申込みください。

参加条件

※出発日の前日より起算して14日前までに、新型コロナウイルスワクチンを２回完了しているお客様または、出発日の３日前以降に採取した検体によるPCR
検査の結果が「陰性」による、低リスクのお客様に限定させていただきます。

【参加条件の確認】
・出発当日に添乗員または係員が、参加者全員の新型コロナウイルスワクチンを２回接種したことがわかる書面（コピー、写真可）または、出発日の３日前以降に
採取した検体によるＰＣＲ検査を受けた方は、全員が「陰性」の確認ができる書面（メールの結果通知等でも可）を確認させていただきます。
【注意事項】
・出発時に、参加条件の確認ができない場合は、旅行の参加をお断りさせていただきます。その場合は、下記旅行条件7.（2）の規定の取消料が発生します。
・添乗員及びバス乗務員はお客様と同条件にて同行させていただきます。ただし、その他運輸機関、利用予定施設（宿泊、食事、観光等）は同条件を確約する
ものではありません。
・PCR検査はお客様負担となります。
・ＰＣＲ検査結果により陽性の場合は、旅行の参加をお断りさせていただきます。その場合、お客様の旅行代金は全額ご返金させていただきます。
・当旅行は、ワクチン接種を強制するものではありません。また、医学的に新型コロナウイルス感染症罹患防止を保証するものではありません。

ＰＣＲ検査

陰性または、 をご確認できた方に限定させていただきます。

むつＯＮＥリレーウォーク 参加申込書 送付先：ＦＡＸ ０１７-777-2700

氏

名

フリガナ 年 齢 性 別

氏

名

フリガナ 年 齢 性 別

男 女 男 女

住

所

住

所

TEL
（ ） ―

緊急連絡先 （ ） ― 氏名：
TEL

（ ） ―

緊急連絡先 （ ） ― 氏名：

ワクチン接種 ・ PCR検査
（該当するいずれかにチェック） □ ワクチン2回接種 □ PCR検査 □ ワクチン2回接種 □ PCR検査

希望コース
（○で囲む） A 津軽半島コース B 下北半島コース C 夏泊半島コース

総合旅行業務取扱管理者 齋藤 聡

(一社)全国旅行業協会会員 青森県知事登録 旅行業第２-１０１


