
⑥湯の杜 ホテル志戸平
●和室（2名に1室）
● 朝・夕食付き
　夕食・バイキング
　（ダイニング「たんとたんと」）
●　　14：00　　 11：00
●いわて花巻空港より車で
　約30分、JR花巻駅より
　車で約20分

①花巻温泉 ホテル千秋閣
●和室（2名に1室）
● 朝・夕食付き
　夕食・バイキング（館内または
　ホテル紅葉館レストラン）
●　　14：00　　10：00
●いわて花巻空港より
　車で約10分
●設定除外日：6/9・24・25

③花巻温泉 ホテル花巻

●和室（2名に1室）
● 朝・夕食付き
　夕食・佳松園会席膳（部屋）
●　　14：00　　 11：00
●いわて花巻空港より
　車で約10分
●設定除外日：
　5/3・22・23、6/5・13・14

⑦花巻温泉 佳松園

佳松園 露天風呂（男性用）佳松園 露天風呂（男性用）

●和室（2名に1室）
● 朝・夕食付き
　夕食・和食「会席膳」
　（会食場）
●　　15：00
　　　 11：00
●JR新花巻・花巻駅
　より車で約20分

④渡り温泉 ホテルさつき
●和室（2名に1室）
● 朝・夕食付き
　夕食・和食（食事処）
●　　14：00　　 10：00
●いわて花巻空港より
　車で約10分
●設定除外日：6/4・24・25

⑤渡り温泉／別邸 楓
●和室（2名に1室）
● 朝・夕食付き
　夕食・和食「会席膳」
　（ダイニング）
●　　14：00　　11：00
●JR新花巻・花巻駅より
　車で約20分
●設定除外日：
　5/14・20・22・23・27～29、
　6/2～5・9

⑧游泉 志だて
●和洋室・川側・露天風呂
　付き（2名に1室）
　＊部屋風呂なし
● 朝・夕食付き
　夕食・和食（個室ダイニング）
●　　14：30　　 10：00
●いわて花巻空港より車で
　約30分、JR花巻駅より
　車で約20分

12歳（小学生）以下のお子さまのご利用は施設の都合に
よりお断りしております。

●設定除外日：5/13～15・20～22・26～29・31、
　6/2・4・8～10・25

大阪・札幌・福岡発
   2015.4/27 6/30お申し込みは出発日の前日から

起算して        　　 まで承ります。7日前2名様より参加OK

花巻
温泉

●和室・山側（2名に1室）
● 朝・夕食付き
　夕食・バイキング（レストラン）
●　　14：00　　 10：00
●いわて花巻空港より
　車で約10分
●設定除外日：
　5/8、6/24・25

②花巻温泉 ホテル紅葉館 花巻
温泉

わたり
温泉

わたり
温泉 志戸平

し    どだいらし    どだいらかえで

ふるさと納税
専用ツアー

花巻
温泉

日本三大杜氏に数えられる南部杜氏発祥の地「石鳥谷」。
実際に酒蔵として使われていた土蔵を解体し移築復元
した建物で、仕込み用のおけやその他酒造用品が展
示されている。隣接する酒匠館では、お酒の試飲・販売
やお酒に関する商品などを購入することができる。 

高村光太郎が約7年を過ごした山荘が套屋で保護され、当時のままの状
態で保存されている。また、150mほど離れたところにある記念館では、
十和田湖の「裸婦像」の原型や光太郎の作品などが展示されている。
（記念館は平成27年4月下旬リニューアルオープン予定） 

詩や童話、農業、教師など多彩な活動をした宮沢賢治の
生涯や思想などをたどる記念館。テーマごとに展示されて
おり、賢治愛用のチェロや自筆原稿なども見ることができる。
（平成27年4月25日リニューアルオープン）  

花巻には温泉地が12もあり、バラエティ豊かなところが魅力のひとつ。
日本国内でもめずらしい、立ってしか入浴できない温泉や、風情ある
渓谷沿いの露天風呂など、お好みに合わせた温泉でのんびり・ゆったりと
過ごすことができます。 

ご宿泊ホテル

南部杜氏伝承館

宮沢賢治記念館 高村光太郎記念館・高村山荘

花巻温泉郷

JALで行くJALで行く

花巻の旅

※お車を運転の方は試飲できません。

大浴場大浴場

大浴場大浴場客室（一例）

露天風呂

渓流露天風呂

庭園露天風呂庭園露天風呂

露天風呂露天風呂

ひのき露天風呂

花巻
温泉

か  しょうえん
志戸平

ゆうせん　 し

µ：施設①～⑥＝NE8219X、施設⑦・⑧＝NE8219Y

28日 ）



各地　　　  　いわて花巻空港〈rレンタカーで移動〉→ホテル

各地　　　  　いわて花巻空港 ※ c ホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ●各レンタカー会社では貸し渡し時に運転者のお名前、ご連絡先などのお申し出が必要となります。ま
た過去にご利用時における駐車違反処理を行っていない場合は、貸し渡しができない場合がございます。また、利用期間中の交通違反は返納ま
でに反則金のお支払いをお済ませください。●運転中に事故などにあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできません。●走行距
離に制限はありません。●日本航空の始発便～最終便まで配車・返納が原則可能です。ただし、到着時間が深夜におよぶ場合、配車できない場合
がございます。●返納時間の目安は、ご搭乗便の1時間前となります。また、あくまでも目安時間となりますので混雑状況などにより変更となる場合
もございます。●全車種カーナビ標準装備。走行状況や利用条件によっては正常に作動しない場合があります。また、5年以内の新設の道路や新規
宿泊・観光施設はカーナビに表示されない場合があります。●ETC標準装備。お客さまのETCカードをご利用ください。（ETCカードの貸し出しなど
は行っておりません。）●各クラスとも原則としてオートマチック車、カーステレオ（CDプレイヤー）付き。●万一事故・盗難・故障・汚損などを起こさ
れ、車両の修理・清掃が必要となった場合、営業補償として下記金額をご負担いただきます。（免責補償制度に加入されていてもご負担いただき
ます。）予定の店舗・営業所に車両が返還された場合（自走可能）20,000円、その他の場合50,000円。 ※ノンオペレーションチャージは予告なく変
更になる場合がございますのでご了承ください。

レンタカー

保険について（各社共通） 小さなお子さまにチャイルドシートをご使用ください。
道路交通法上、チャイルドシートの着用が義務付けられています。該当する方は、レンタカーご予約時にご利用になる
シートの種類をお申し出ください。なお、チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合があります。保険・補償は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

●対人補償：無制限（１名につき、自賠責保険を含む）
●対物補償：無制限（１事故限度額）
●車両補償：時価まで（１事故限度額）
●人身傷害補償：トヨタレンタカー・オリックスレンタカー・タイムズ
　　　　　　　 カー レンタルは１名につき３,０００万円まで、日産
　　　　　　　 レンタカーは１名につき５,０００万円まで（介護を要する
　　　　　　　 後遺障害１、２、３級の所定の症状の場合は、１億円まで）。

■出発日／2015年4月27日～6月30日の毎日発
（ただし、ホテルにより除外日があります。表面の各ホテル欄をご確認ください。）
■発地／大阪・札幌
■旅行日程について／出発日より最長8日間まで復路便の延長が可能です。
※ただし、5/5・6の帰着にかかる復路便の延長はできません。
■食事／1泊につき1朝食1夕食付き
■最少催行人員／2名（2名1室でのお申し込みとなります。）
■利用航空便／希望便：日本航空／各地から直行便利用となり、
　同一空港での発着となります。

■出発日／2015年4月27日～6月30日の毎日発
（ただし、ホテルにより除外日があります。表面の各ホテル欄をご確認ください。）
■発地／大阪・札幌・福岡　　■旅行日程／2日間
■食事／1朝食1夕食付き
■最少催行人員／2名（2名1室でのお申し込みとなります。）
■利用航空便／希望便：日本航空/各地から直行便利用となり、
　同一空港での発着となります。

■出発日／2015年4月27日～6月30日の毎日発
（ただし、ホテルにより除外日があります。表面の各ホテル欄をご確認ください。）
■発地／大阪・札幌・福岡　　■旅行日程／3日間
■食事／2朝食2夕食付き
■最少催行人員／4名（4名2室でのお申し込みとなります。）
■利用航空便／希望便：日本航空/各地から直行便利用となり、
　同一空港での発着となります。

レンタカーご利用にあたってのご案内

＜お問い合わせ先＞
ジャルパック リン・リン・ダイヤル内ふるさと納税専用ツアーデスク

050-3155-3376 (9時～18時）

宿泊 ●表面⑦または⑧の施設よりどちらかお選びください。 各地（泊）
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宿泊 ●表面の①～⑥の6施設よりお選びください。 各地（泊）
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無料

トヨタ/アクア

※搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺障害を含む）につき、運転者
　の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。
※お支払い額はレンタカー各社加入保険会社の約款に定められた基準で
　の実損払いとなります。

ふるさと納税専用ツアー〈JALで行く花巻の旅〉1泊（大阪・札幌発） 1名分 ※福岡発の設定はございません。
※2名1室でのご参加となります。納税者の方同士のご参加、または1名は同行者料金　
（別料金）にてツアーに参加いただく必要があります。詳しくはお問い合わせください。●宿泊ホテルは表面ホテル一覧の①～⑥よりお選びいただけます。⑦・⑧はお選びいただけません。

■Fコース【対象】ふるさと納税 10万円以上15万円未満

ふるさと納税専用ツアー JALで行く花巻の旅【Fコース】

ふるさと納税専用ツアー JALで行く二人で花巻の旅【Hコース】

ふるさと納税専用ツアー JALで行くゆったり花巻の旅【Iコース】

15044月17日

■Hコース【対象】ふるさと納税 30万円以上100万円未満
・ふるさと納税専用ツアー〈JALで行く二人で花巻の旅〉1泊2日（大阪・札幌・福岡発） 2名分
・レンタカー（Aクラス）2日間（1日目花巻空港～2日目花巻空港）

●宿泊ホテルは大阪・札幌発：表面ホテル一覧の①～⑧、
　福岡発：表面ホテル一覧の①～⑥よりお選びいただけます。
　福岡発は⑦・⑧はお選びいただけません。
※2名1室でのご参加となります。また、同行者プランはございません。

■Iコース【対象】ふるさと納税 100万円以上

・ふるさと納税専用ツアー〈JALで行くゆったり花巻の旅〉2泊3日（大阪・札幌・福岡発） 4名分

■JALで行く二人で花巻の旅（Hコース）のお客さまはAクラス（2名/1室1台）、JALで行くゆったり花巻の旅（Iコース）のお客さまは
　HVクラス（4名/2室1台）をご利用いただけます。

・レンタカー（HVクラス）3日間（1日目花巻空港～3日目花巻空港）
●宿泊ホテルは⑦・⑧よりお選びいただけます。①～⑥は
　お選びいただけません。
※4名2室でのご参加となります。（4名1室はご利用できません。）
　また、同行者プランはございません。

n＝日本航空利用 ＊JALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる場合があります。
＝お客さまご希望の便をご利用いただけます。

c＝フリータイム（ご利用便によってはフリータイムがおとりできない場合があります。）

＝チェックイン時刻
＝チェックアウト時刻

＝アーリーチェックイン時刻
＝レイトチェックアウト時刻

g＝温泉付きホテル

r＝レンタカー利用

初
日
最
終
日

旅 行 日 程 食事

tn

宿泊 ●表面の①～⑧の8施設よりお選びください。（注） 各地（泊）

 ホテル〈rレンタカーで移動〉→ いわて花巻空港 tn 各地

ホテル〈rレンタカーで移動〉→ いわて花巻空港 tn各地

（注）福岡発のお客さまは、「⑦佳松園」と「⑧游泉 志だて」はご利用いただけません。
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Fコース

Iコース
3日間
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【宿泊日･宿泊施設】●ご利用いただける期間は2015年
4月27日～6月30日 ●1泊目は必ず旅行日程の1日目の
宿泊となります。なお、施設の都合により除外日がござい
ます。 ●表面の①～⑥の6施設よりお好きな宿泊施設を
お選びください｡（「⑦佳松園」と「⑧游泉 志だて」はご利用
いただけません。） ●ルームタイプは2名1室のみ。バス/
トイレ付きとなります。●設定ホテル以外の宿泊は､
お客さまご自身でご手配ください｡ ●ご利用便によっては
朝食が召し上がれない場合があります。また、到着が遅く
なる場合、夕食を召し上がれない場合があります。

【宿泊施設】●宿泊は1泊まで。表面の①～
⑧の８施設よりお好きな宿泊施設をお選び
ください｡（ただし、福岡発のお客さまは、
「⑦佳松園」と「⑧游泉 志だて」はご利用いた
だけません。） ●ルームタイプは2名1室のみ。
バス/トイレ付きとなります。●ご利用便に
よっては朝食が召し上がれない場合があり
ます。また、到着が遅くなる場合、夕食を召し
上がれない場合があります。

µ：1泊＝MA8031X　 ¥：組み立て型

µ：Hコース2日間＝MA8031Y　 ¥：組み立て型

µ：Iコース3日間＝MA8032X　 ¥：組み立て型 【宿泊施設】●宿泊は2泊まで。表面の施
設より「⑦佳松園」または「⑧游泉 志だて」
のどちらかお選びください。 ●ルーム
タイプは2名1室のみ。バス/トイレ付き
となります。●ご利用便によっては朝食
が召し上がれない場合があります。また、
到着が遅くなる場合、夕食を召し上がれ
ない場合があります。

記号の
見方

●全車種カーナビ搭載　●ETC標準装備　●禁煙車または喫煙車が選べます！！（HVクラスを除く）

共通の注意事項

■利用レンタカー会社：タイムズ カー レンタル・オリックスレンタカー・トヨタレンタカー・日産レンタカー
※ただし、HVクラスはトヨタレンタカー（禁煙車）のみとなります。HVクラス＝ハイブリッド車（禁煙車指定）

※一部出発日においては、お客さまのご負担がございます。詳しくは下記にお問い合わせください。 ※当該書面のみでのお申し込みはできません。※予約
完了後キャンセルした場合、記念品の権利は消失します。また、お客さまご負担の代金、同行者代金（別代金）には取消料が発生いたします。※詳しい旅行条件等
を説明した書面を別途お渡しします。
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