
 

                           

                    
 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行代金／大人 1名様（単位円） １室１～２名 

上野駅発・東京駅着 ４９，０００ 

行程                                   入入場観光、下下車観光、■□■□ ＪＲ、＝＝＝  バス 食事 

１ 

上野駅（9:50頃）■□■□ （団体臨時列車「とれいゆ つばさ」・お座敷指定席・昼食／弁当）■□■□ 高畠駅＝＝＝ 

下高畠ワイナリー（葡萄畑見学・工場見学とエノログ川邊氏によるワインセミナー）＝＝ 下よねおりかんこうセンター

（米沢牛味わいプランの夕食と高畠ワイナリーによるワインの説明）＝＝ ホテル（19:30頃） 

★宿泊のお客様は隣接の温泉施設「太陽館」を利用できます。 

朝：× 
昼：○ 
夕：○ 

【宿泊】 高畠／ホテルフォルクローロ高畠〈洋室〉 シャワー付きトイレ・ドライヤーあり 

２ 

ホテル（9:00頃）＝＝＝  入安久津八幡神社（御祈祷）＝＝＝  下ゆうきの里・さんさん（入味噌作り体験・地元料理の

昼食）＝＝＝ 下高畠町昭和縁結び通り（「おばこや」でお団子の試食・見学）＝＝＝ 米沢駅■□■□ （山形新幹線・

普通車指定席）■□■□ 大宮駅■□■□ 東京駅（16:30〜18:00） 

朝：○ 
昼：○ 
夕：× 

■ 出発日： ４／１（日） 
■ 日数： １泊２日  

■ 募集人員： ３０名 

 

団体臨時列車「上野発 とれいゆ つばさ」で行く！ 

ワイナリー見学と山形の食文化体験 

出発 
保証 

とれいゆ つばさ車内でのお楽しみ 

イメージ 

※
試
飲
銘
柄
は
変
更
と 

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

イメージ 

お座敷指定席 
大きなカバ材のテーブルと、

ゆったりした畳座席。気ままに

リラックスした旅の時間を。 

イメージ 
イメージ 

※足湯ご利用をご希望の方は、予約時にお申し出ください。 

足湯体験（追加料金なし） 

石張りの小上がりに設けた

２槽の湯船。車窓を眺めな

がら、おくつろぎになれます
（利用人数に限りがあります）。 

バーカウンター 
紅花色のバーカウ

ンターでは、山形の

地酒やフルーツジ

ュースなどを取り揃

えています。 

イメージ 

※会員以外のお客様のみの参加は、上記旅行代金よりお１人様 1,000円増となります。 

●車内での昼食は「牛肉どまんなかスペシャル弁当」をご用意 

（※掲載の写真と内容が変更となる場合があります） 

●つや姫玄米茶とフルーツジュース各 1本付（旅行代金に含まれます） 

●車内では山形県産ワインの試飲をご用意（※詳細は当日のお楽しみ） 

 

ワイン（イメージ） 

通常は営業列車として走行しない東北新幹線区間をそのまま乗車する貴重な機会です。「とれいゆ」とは「トレイン（列車）」とフランス語の太陽を意味する「ソレイユ」を
合わせた造語です。車内には畳の「お座敷指定席」や、山形県産の地酒やワイン、ジュース等を取り揃えた「バーカウンター」、そして車窓を眺めながらくつろげる「足
湯」を設置（足湯体験は人数に限りがあります／事前申し込み）。温泉街を散策するかのように楽しんでいただく、新しい新幹線の旅をどうぞ。 

【とれいゆ つばさのご案内】 ※「とれいゆ つばさ」の時刻は変更となる場合があります。※「大人の休日倶楽部」及び「JR 東日本ジパング倶楽部」の会員以外の方も参

加する場合があります。※「とれいゆ つばさ」の座席は相席となる場合があります。※足湯体験をご希望の場合、ツアーご予約の際にお申し出ください。足湯体験は人数
には限りがあります。利用開始時間は選べません。利用時間はお一人様 8 分とさせていただきます。（準備や着替えの時間を含みます。時間の延長はできません）※足
湯のお湯は温泉ではありません。足湯利用のお客様は指定時間に 16 号車の係員に、添乗員よりお渡しする「足湯利用券」をお渡しください。※復路は大宮駅・上野駅

（一部コース除く）で途中下車が可能です（返金はありません）。ご予約の際にお申し出ください。 
※エノログ：ワイン醸造技術管理士。※徒歩の見学があります。歩きやすい服装・靴でご参加ください。※厚手の防寒衣、底の滑りにくい防寒靴でご参加ください。※散

策や屋外行事など、天候に左右される行程が中止となった時は、フリータイムや他の見学などに変更となります。但し、旅行代金の払い戻しはありません。※寺社・仏閣・

教会等宗教施設（特別拝観を含む）は都合により拝観できない場合があります。その場合は他の景勝をお楽しみいただきます。※この商品は首都圏・新潟・長野の主な
びゅうプラザ（旅行カウンター）でもお申し込みができます。取り扱い可能なびゅうプラザについては係員におたずねください。各店舗により営業日時は異なります。 

貸切バス会社：ジェイアールバス東北又は同等の会社 

 
 

旅行企画・実施 ＪＲ東日本グループ（株）びゅうトラベルサービス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご旅行条件(要旨)  お申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必ずお読みください。 

個人情報

の取り扱い

について 

当社は、お客さまよりいただきました個人情報について、お客さまとのご旅行に関する連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において、運送、宿泊機関等の手配、お土産店およびそれら
のサービスの手配およびそれらを受領するための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。この他、当社は、【1】当社の商品のキャンペーンその他旅行のご案内【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。 
上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する詳細については当社ホームページ www.v-travels.co.jp/privacy/をご参照ください。 

 

(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第12条の5に定める契約書面の一部になります。) 

 このご旅行は株式会社びゅうトラベルサービス (以下「当社」といいます)が企画・実施するものです。この旅行条件は、当パン
フレットに記載されている条件のほか当該募集型企画旅行会社旅行業約款 (募集型企画旅行契約の部)及び別途お渡しする
旅行条件書、最終日程表によります。 
1.旅行のお申し込み及び契約成立 
 (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(お一人様につき)を添えてお申し込みいただきます。お
申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。 

 (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予約のお申し込みを受け付けします。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)にお申込
書とお申込金を提出していただいた時点で契約の成立といたします。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は
予約がなかったものとして取扱います。 

 (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ときに成立するものとします。 
 (4)お申込金(お一人様) 

旅行代金 1万円未満 1万円以上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 

お申込金 3,000円 6,000円 12,000円 20,000円 旅行代金の20％ 
 
 (5)当社提携クレジットカード会社のカード(以下併せて｢提携会社のカード｣といいます。)の会員(以下｢会員｣といいます。)よ
り、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け、会員の署名なくして旅行代金等の当社に対する金
銭債務(以下｢旅行代金等｣といいます。)の支払いを受けること(以下｢通信契約｣といいます。)により旅行契約を締結する場
合は通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 

 ①契約成立は電話の場合は当社が承諾をした時に、その他の通信手段による場合は当社が承諾する通知を発した時としま
す。また申込時には｢会員番号、カード有効期限｣等を通知していただきます。 

 ②｢カード利用日｣とは旅行代金等の支払い、または払い戻し債務の履行をすべき日をいいます。旅行代金のカード利用日
は｢契約成立日｣とします。 

 ③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、取消料と
同様の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこ
の限りではありません。  

2.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、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。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い戻しはいたしません(旅行中の自由時間における費用及び個人諸費用は旅 
行代金に含まれません)。  

3.旅行内容の変更 
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全か
つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及
び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の企画旅行契約の内容を変更することがあり
ます。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 

 
この業務に関してご不明な点がありましたら、各営業所の旅行業務取扱管理者におたずねください。旅行契約に係る業
務を行う営業所名、所在地及び旅行業取扱管理者の氏名は、別にお渡しする詳細旅行条件書にてご確認ください。  
 

4.お客さまによる旅行契約の解除 
(1)お客さまはいつでも次に定める取消料(お一人様につき)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。ただし契約の解除のお申し出は、申し込み店舗の営業時間内にお受けします。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引き払い戻しいたします。通信契約を締結した場合、当社は、提携
会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出
があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払戻します。 

 (2)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。また、旅行契約の成立後にコース
及び出発日を変更された場合も下記の取消料を、ご参加のお客さまからは一室ご利用人員の変更に対す
る差額代金をそれぞれいただきます。 

旅行契約の解除日 取消料 

旅行開始日の前 
日から起算して 
さかのぼって 

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) 無料 

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)(③～⑥を除く) 旅行代金の20％ 

③7日目にあたる日以降の解除(④～⑥を除く) 旅行代金の30％ 

    

④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％ 

⑤旅行開始日の当日の解除(⑥を除く) 旅行代金の50％ 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％ 

5.当社の責任及び免責事項 
 (1)当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さま

が被られた損害の賠償をいたします。 
 (2)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以

内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)とし
て賠償いたします。 

6.特別補償 
 当社は、お客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の
損害について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金を支払います。 

7.お申込み条件・旅行条件・旅行代金の基準 
 ご参加にあたっての特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定す
る条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。健康を害している方、車椅子などの器具をご利用に
なっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある
方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、
参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申
し出ください）。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出くださ
い。前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及
び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円
滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件
とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた特別な措置を手配することができない場合は旅行契約のお申
込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客
様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様負担とします。この旅行条件は2018年1月1日を基準とし
ています。また、旅行代金は2018年1月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。 

8.詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

＜団体旅行ご参加のお客様へ＞●添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。な
お、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解
とご高配をお願い申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

旅行企画・実施  観光庁長官登録旅行業１１３５号 

 

東京都墨田区錦糸３－２－１   
一般社団法人 日本旅行業協会正会員 

貸切バス事業者の明記について：当社ではお客様に安心してツアーにご参加いただくために、貸切バス事業者と連携し安全運行管理を行っています。なお、商品発売時に貸切バス事業者名が確定

しているコースにつきましては、事業者名を明記しています。 

㈱びゅうトラベルサービスが企画・実施するツアーは、国内旅行傷害保険が付帯されています（一部ツアーを除く）。 
旅行の目的を持ってご自宅を出発してから帰着するまで補償し、入院・通院も１日目から補償します。 

国内旅行のご案内 ―団体旅行商品のご案内・ご注意事項― 
 
観光ポイントについて 団体旅行商品の入場観光は、旅行代金に含まれる有料見学施設です。 

下車観光は、旅行代金に含まれない見学施設です。 
＝＝＝＝＝ （ ）＝＝＝＝＝ は経由地又は車窓観光を表します。 

 
温泉の泉質・効能について  温泉地の泉質・効能の表記は、源泉の湧出口における分析です。 
               ※客室内(露天風呂付客室を含む)の浴槽は対象外としています。 
 
写真について 旅行商品に掲載されている、風景・花・祭り・料理等の写真は実際と異なる場合があります。 
 

※パンフレット内の列車時刻等、運輸機関の運行時間については、ダイヤ改正等の事情により時刻が変更
となる場合がありますので出発前にご確認ください。 
※行程表内の施設到着時刻・出発時刻は交通状況等により変更となる場合があります。 
※個人的に利用された料金などはお帰りの際各自ご精算ください。なお、個人的に利用された料金に対し
て、消費税等の諸税が別途かかります。 
※ご旅行の際は、任意保険のご加入をおすすめします。詳しくは、大人の休日予約センターにお問い合わ
せください。 
※小学生代金は 6 歳以上 12 歳以下のお子様が対象となります。中学生以上は「大人代金」となります。 
 
募集人員について  各コースに記載されている｢募集人員｣とはバス 1 台あたりのご乗車人員となります。 
 
客室について  ＜洋室＞基本的に 1 室 3 名以上の場合、一人はエキストラベッド利用となります。 

特に断り書きがない場合お部屋はトイレ付です。 
＜和洋室＞基本的にツインベッドルーム＋和室のお部屋になります。 
＜和室＞特に定員の書いていない場合は 1 室 4～6 名定員のお部屋となります。 

交通手段について  （他に記載がある場合は、その元の記載が適用されます。） 

新幹線、 JR 線  JR 線以外の私鉄＋＋＋＋＋ 航空機―――――   徒歩
  

バス・マイクロバス・タクシーなど＝＝＝＝＝＝＝    ※団体旅行で利用する座席は、窓側・
通路側等のご希望は承ることができません。また、2名様以上のご参加でも隣り合わ
せの席にならない場合や前後の座席になる場合があります。※列車のお座席につい
て、喫煙席、禁煙席のご希望はお伺いいたしかねます。※乗下車駅を選択できる場
合でも、旅行代金の返金はできません。 

貸 切 バ ス に つ い て   同等のバス会社はホームページの一覧からご確認できます 。
http://www.v-travels.co.jp/pdf/bus.pdf 

             ※ホームページをご覧になれない方は「大人の休日予約センター」へご請求ください。 
 

催行中止について  お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないときは、旅行開
始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前（日帰り旅行は 3
日目にあたる日より前）に旅行中止の通知をいたします。 

 

観光と旅程管理について  観光地では、手すりのない階段、石畳や段差のある道路や長時間の徒歩
による観光、足元の悪い遺跡などが含まれている場合があります。お客様
の身体の状態によっては、身体に大きな負担がかかり、介助が必要となる
ことが予想される可能性があります。観光地の詳細については係員に問い
合わせください。なお、添乗員やガイドは、参加者全員の旅程を管理する
ために同行させていただきます。軽微なお手伝いは可能ですが、業務に
支障が生じる場合や、医学的・専門的知識が必要な場合には対応いたし
かねますので、ご了承ください。 

 

 

≪お申し込み・お問い合わせはお電話またはインターネットで！≫ 

① インターネットでのお申し込み： 

② お電話でのお申し込み・お問い合わせ：大人の休日予約センター：03(3841)0121 

※ガイダンス終了後に１番を押してください。 

営業日：平日９：３０～１８：００  土･日･祝９：３０～１７：３０ 

(株)びゅうトラベルサービス びゅう商品販売部 大人の休日予約センター 東京都台東区上野７－１－１ 総合旅行業務取扱管理者 根岸 大雄 

http://www.v-travels.co.jp/privacy/
http://www.v-travels.co.jp/pdf/bus.pdf

