
高速バス 大館⇒秋田線で行く 【平日限定】

日帰りランチ・宿泊プラン
秋田県在住の方限定！

全コース添乗員は同行いたしません

旅行期間7/26（月）～8/31（火）

（メトロポリタン秋田は9/1(水)チェックアウトまで）

※土曜・日曜、8/9(月）、8/12(木)～

8/16(月)はバス運休日です。

※除外日は施設によって異なります。

※ご予約は出発日の7日前まで承ります。

※記載のないコースは1名様より承ります。

全コース地域限定クーポン付き！

秋田ホテル スカイグリルブッフェレストラン

空桜 ＳＯＲＡ ランチブッフェプラン

札幌かに本家 秋田店

豪華会席コースプラン

無限堂 秋田駅前店

ランチ会プラン

5/31開業 メトロポリタン秋田ノースウイング

ノースウイング開業記念プラン

【みなさまへお願い】

・マスクのご持参 ・ご飲食中、お部屋以外でのマスクの着用

・ソーシャルディスタンス ・ご入店、ご来館時の手指の消毒、検温 ご協力をお願いいたします。

除外日：毎週月曜日

当該ツアーは「旅して応援！あきた県民割キャンペーン

（令和3年度訪日外国人旅行者周遊促進補助金：地域観光事業支援）」の助成金を活用予定です。

地域限定クーポン2,000円分付き

地域限定クーポン2,000円分付き

地域限定クーポン2,000円分付き

（小学生のお子様は1,000円分付き）

地域限定クーポン2,000円分付き

（小学生のお子様は1,000円分付き）

高速バス大館秋田線

開通記念プラン

駅つづきの利便性に、安心・安眠を

お約束する最新設備と郷土色を

取り入れた客室。

優雅な心地よい空間で、

ゆったりとおくつろぎください。

最上階、地上50メートルからの景色を

眺めながら、四季折々の食材を楽しむ

開放的なダイニング。

躍動感あふれるライブキッチンでは

シェフが調理をし、様々なメニューが

並びます。

新鮮なまま空輸された蟹を

お得なランチプランで、

心ゆくまでかに料理を堪能。

アトリオン12階より広がる眺望と共に

至福の時間をお過ごしください。

厳選されたメイン料理とデザート

を選ぶことのできる、料理5品＋

甘味のお得なランチプラン。

心も身体も満足なひとときを

お過ごしください。

（函館会席）

（北見枝幸会席）

◇ご利用時間 11：00～15：00

◇ご希望のコースをお選びください

・函館会席

・北見枝幸会席

・根室会席
席の希望も承ります

（個室、掘りごたつ、イス席）

◇ご利用時間 11：00～14：00

◇選べる4種のメイン料理

（1グループにつき下記より1種類）

・秋田牛石皿焼き

・豆乳フォンデュ

・秋田牛アラカルト

・本マグロ石皿焼き
※２名様より承ります

ノースウイング（禁煙）

朝食付きプラン

◇秋田県産食材を中心

とした和洋ブッフェです。

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

◇ご希望のお時間をお選びください

□ 11：30～ □ 12：00～

□ 12：30～ □ 13：30～
※90分制のランチブッフェです。

※3歳以上未就学児のお子様は、

現地にてお食事代330円（税込）を

お支払いください。

ツイン

ツイン（小学生）

大館
鷹巣・二ツ井

大館
鷹巣・二ツ井

大館
鷹巣・二ツ井

13,900円 5,000円 　8,900円
12,600円 5,000円 　7,600円
12,400円 5,000円 　7,400円

14,400円 5,000円
14,900円 5,000円 　9,900円

　9,400円

あきた県民割助成額 お支払実額
15,400円 5,000円 10,400円

ご旅行代金（お一人様）

シングル

小学生
3,500円 1,500円 2,000円
3,300円 1,500円 1,800円

大館
鷹巣・二ツ井

ご旅行代金（お一人様） あきた県民割助成額 お支払実額

大人
5,000円 2,500円 2,500円
4,500円 2,000円 2,500円

大館
鷹巣・二ツ井

小学生
1,500円 1,700円
1,500円 1,500円

大館
鷹巣・二ツ井

3,200円
3,000円

あきた県民割助成額 お支払実額

大人
3,000円 3,000円
2,500円 2,800円

大館
鷹巣・二ツ井

6,000円
5,300円

ご旅行代金（お一人様）

大館
鷹巣・二ツ井

大館
鷹巣・二ツ井

大館
鷹巣・二ツ井

大館
鷹巣・二ツ井

4,500円

3,900円

5,500円
10,000円 5,000円

函館会席
10,500円 5,000円

　7,400円 3,500円

北見枝幸会席

根室会席

　8,500円 4,000円
　8,000円 4,000円 4,000円
　8,000円 4,000円 4,000円

　4,300円 2,000円 2,300円
　4,100円 2,000円

あきた県民割助成額 お支払実額

5,000円

2,100円
カムイ会席
（小学生以下）

ご旅行代金（お一人様）

※画像は全てイメージとなります。



◇バス時刻表◇　※平日のみの運行です。

◇日帰りプラン◇

◇宿泊プラン◇

　【あきた県民割キャンペーン】をご利用される場合、条件書と併せて下記の点についてご了承のうえ、お申込みください。

　　①予算が上限に達した場合、本キャンペーンは終了となります。

　　②秋田県内において、新型コロナウィルス感染症が拡大し、県が定める「警戒レベル4」相当に達した場合、かつ県内全域に不要不急の外出自粛を要請した場合、キャンペーンを停止

　　　する場合がございます。

　　③お客様都合により、ご旅行への参加をお取消しされた際に取消料が発生した場合は、助成前のご旅行代金より下記料率にて計算した料金を収受いたします。

　　④給付される「地域限定クーポン」は旅行期間中のみご利用いただけます。

※新型コロナウイルス感染症拡大による施設休業等により行程が変更となる場合がございます。

(8)取消料(宿泊を伴う旅行契約の場合)

お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することとなります。

※申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」の一部または全部として取り扱います。

②電話などの通信手段での予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から

(日帰りの場合は「10日前から20％」となります。以降、宿泊と同様）

※その他の旅行条件は当社旅行業約款・募集型企画旅行条件書によります。

　また一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15％を限度と

【 花輪営業所 】

 　鹿角市花輪上中島114　秋北バス花輪営業所内

　  　国内旅行業取扱管理者　山畠 勝

■お申込み・お問い合わせ

当初の運行によらない運行サービスの提供その他の当社の関与できない自由が生じた 変更補償金は支払いません。

場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更する

ことがあります。

旅
行
企
画
・
実
施

【 ご旅行お申し込み・お支払い先について 】
秋田県知事登録旅行業2-87号

秋北航空サービス株式会社 【 大館営業所 】
 　大館市御成町3丁目6-31
　 いとく大館ショッピングセンター北側駐車場敷地内
 　　総合旅行業取扱管理者　照井 佳子

TEL　0186(45)0808　　　(店頭販売部門)

【 大館営業所 】
 　大館市御成町3丁目6-31

　 いとく大館ショッピングセンター北側駐車場敷地内
 　　TEL　0186（45）0808

TEL　0186(42)0889           (団体営業部門)

【 能代鷹巣営業所 】
     北秋田市鷹巣栄字前綱76　いとく鷹巣ショッピングセンター内
　　  総合旅行業取扱管理者　岸野 美恵子

TEL　0186(67)8123
  (一社)全国旅行業協会会員
　総合旅行業務取扱管理者　照井　佳子

TEL　0186(23)2183

　当社は天変地異、戦乱、暴動、宿泊期間等のサービス提供の中止、官公署の命令、 します。また、一旅行契約についての変更補償金の額が、1,000円未満の場合は、

(２)旅行代金 (７)旅程補償 　旅行業取扱管理者とは、お客様のご旅行を取り扱う営業所での取引に関する

①旅行代金は特に表示のない限り、大人料金(12歳以上)とします。 　旅行日程に重要な変更が行われた場合は、旅行業約款の規定により、その変更 責任者です。担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なくお訊ね下さい。

(子供料金はコースごとに異なります。詳細は料金表参照) 内容に応じて旅行代金の1～5％に相当する額の変更補償金を支払います。

(３)旅行契約内容・代金の変更

1000円 3000円 5000円 致します。

5千円未満 5千円以上1万円未満 2万円未満 旅行については３日目)に当たる日より前までにご連絡し、お預かり金は全額お返し

50％ 100％
起算して、３日以内に申込書の提出と申込金のお支払が必要です。 　旅行募集最少催行人数に満たない場合は当社が旅行を中止することが

(申込金) あります。その場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼった１３日目(日帰り

(６)契約の解除
取消料率 20％ 30％ 40％

①ご来店にてお申込の場合、所定の申込金の支払が必要です。 (5)添乗業務
取消日

20日前～ 7日前～
前日 当日

旅行開始後の解除

　添乗員は同行いたしません。 8日前 2日前 無連絡参加

行　　程 食事

①

大館秋田線利用 大館秋田線利用 朝 ×

大館･鷹巣･二ツ井各バス停 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 秋田地区各バス停 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 大館･鷹巣･二ツ井各バス停 昼 ○

昼食場所へはお客様ご自身で移動 夕 ×

行　　程 食事

①

大館秋田線利用 朝 ×

大館･鷹巣･二ツ井各バス停 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 秋田地区各バス停 －－－－－－－－ メトロポリタン秋田 昼 ×

お客様ご自身で移動 夕 ×

※お申し込み時いただいた個人情報は、旅行目的以外での使用いたしません。

②

大館秋田線利用 朝 ○

メトロポリタン秋田 －－－－－－－－ 秋田地区各バス停 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 大館･鷹巣･二ツ井各バス停 昼 ×

お客様ご自身で移動 夕 ×

ご旅行条件書（要旨）【お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書を十分にお読み下さい】
（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）

　この旅行は、秋北航空サービス㈱が(以下当社といいます)企画実施する募集型企画旅行で、 (４)旅行代金に含まれるもの

　旅行日程に明示した、交通費、食事代、旅行取扱料金、及び諸税。 　お客様の都合によりお申込後、旅行を取消される場合、下記の料率で取消料を

(１)お申込み (定員以下でのご利用の場合、料金が増額いたします。詳細は上記料金表参照) いただきます。

バスにご乗車の際は、

マスク等を着用していただ

き、大きな声での会話、ご

飲食は控えるなど感染症拡

大予防へのご協力をお願い
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