
観光部　　　　　　TEL 0172-38-2255

青森総合案内所　　TEL 017-776-1476

観光部　　　　　　TEL 0172-38-2255
青森県弘前市藤野二丁目３-６　　受付時間９:００～１７:００

青森総合案内所　　TEL 017-776-1476
青森県青森市安方一丁目３-２５　受付時間９:００～１７:００ ( 日･祝休業 )

弘 南 バ ス
青森県知事登録第２－８９号　　（一社）全国旅行業協会会員

国内旅行業務取扱管理者　　工藤　智久

お問い合わせ
・

お申し込み

お問い合わせ
・

お申し込み

新型コロナウイルス感染防止に対する弊社の取り組み、 お客様へのお願い、 旅行条件につきましては裏面をご覧ください

いにしえの青森 ・太古ロマンを体感！郷土の温泉でゆったりモニターツアーいにしえの青森 ・太古ロマンを体感！郷土の温泉でゆったりモニターツアー

予約制
（大人 ・ 小人同額）（大人 ・ 小人同額）各コースおひとりさま各コースおひとりさま

出 　発 　日出 　発 　日

  

�　10/16㊏　　�　10/17㊐　　�　10/20㊌　　�　10/23㊏　　⑤　10/24㊐

⑥　10/27㊌　　⑦　10/30㊏　　⑧　10/31㊐　　⑨　11/ 3  ㊌　　⑩　11/ 6  ㊏

⑪　11/ 7  ㊐　　⑫　11/10㊌　　⑬　11/13㊏　　⑭　11/14㊐　　⑮　11/17㊌

⑯　11/20㊏　　⑰　11/21㊐　　⑱　Ｂ・Ｃコースのみ11/23㊋    Ａコースのみ11/24㊌

●募集人員 / 各班２１名 （最少催行人員１０名）
●募集締締切日 ： 出発日の５日前まで

※旅行代金には、 バス代 ・ 昼食料 ・ 入浴料 ・ 各施設入館料が含まれています。

※入浴されるお客様は、 バスタオル ・ 洗面具をご持参ください。

※全コースとも降雪等により、 史跡に行けない場合は、

　 関連するガイダンス施設へ行先を変更する場合があります。

※旅行代金には、 バス代 ・ 昼食料 ・ 入浴料 ・ 各施設入館料が含まれています。

※入浴されるお客様は、 バスタオル ・ 洗面具をご持参ください。

※全コースとも降雪等により、 史跡に行けない場合は、

　 関連するガイダンス施設へ行先を変更する場合があります。

昼昼食食付付！！

5,0005,0005,0005,000 円円円円
（消費税込）（消費税込）

ガ
イ
ド
付
き

ガ
イ
ド
付
き

縄文 ・ 弥生時代の史跡めぐり縄文 ・ 弥生時代の史跡めぐり縄文 ・ 弥生時代の史跡めぐり縄文 ・ 弥生時代の史跡めぐり

２０２１年度　青森県地域公共交通利活用促進特別対策事業費補助金 (２次募集 ) 活用２０２１年度　青森県地域公共交通利活用促進特別対策事業費補助金 (２次募集 ) 活用

小牧野遺跡小牧野遺跡

青荷温泉青荷温泉

まかど観光ホテルまかど観光ホテル

二ツ森貝塚二ツ森貝塚

亀ヶ岡石器時代遺跡亀ヶ岡石器時代遺跡

ホテル花月亭ホテル花月亭

三内丸山遺跡三内丸山遺跡

2021.092021.09

弘前バスターミナル
１１番のりば　８:００発

青森駅交番前
６:４０発

大山ふるさと資料館 / 大平山元遺跡
（約５５分）

【見学】

弘前バスターミナル
１８:１５頃着

青森駅交番前
１７:００頃着

稲垣温泉･ホテル花月亭
（約１３０分）

【昼食 ・ 入浴休憩】

亀ヶ岡石器時代遺跡 / 田小屋野貝塚
（約５０分）

【見学】

大森勝山遺跡
（約５０分）

森田歴史民俗資料館
（約５０分）

【見学】 【見学】

大森勝山遺跡（弘前市）
大平山元遺跡（外ヶ浜町）
亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚（つがる市）

奥津軽 Ａコース

青森･南津軽 Ｂコース 三内丸山遺跡（青森市）
小牧野遺跡（青森市）

弘前バスターミナル
１１番のりば　７:１０発

青森駅交番前
８:３０発

田舎館村埋蔵文化財センター
（約４０分）

【見学】

弘前バスターミナル
１７:００頃着

青森駅交番前
１８:１５頃着

ランプの宿 ・ 青荷温泉
（約１４０分）

【昼食 ・ 入浴休憩】

小牧野遺跡
（約５０分）

【見学】

三内丸山遺跡
（約９０分）

【見学】

八戸･上北 Ｃコース 二ツ森貝塚（七戸町）
是川石器時代遺跡（八戸市）

弘前バスターミナル
１１番のりば　６:４０発

青森駅交番前
８:００発

道の駅ゆ～さ浅虫
【休憩】

弘前バスターミナル
１８:５０頃着

青森駅交番前
１７:４５頃着

まかど観光ホテル
（約１２５分）

【昼食 ・ 入浴休憩】

是川縄文館
（約５０分）

【見学】

二ツ森貝塚館 / 二ツ森貝塚
（約５０分）

【見学】

六ケ所村立郷土館
（約３０分）

【見学】



観光部　　　　　　TEL 0172-38-2255

青森総合案内所　　TEL 017-776-1476

弘 南 バ ス
青森県知事登録第２－８９号　　　　　　　　（一社）全国旅行業協会会員

国内旅行業務取扱管理者　　工藤　智久

お問い合わせ
・

お申し込み

●募集型企画旅行契約

　この旅行は、 弘南バス株式会社 （以下 「当社」 といいます） が企画 ・ 募集し実施する旅行であり、 この旅行に

　参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約 （以下 「旅行契約」 といいます） を締結することになります。

●旅行代金のお支払い

　こちらの旅行商品は現金のみの取扱いとなります。 旅行代金は出発の１１日前までにお支払い下さい。

●旅行代金に含まれるもの

　バス代、 昼食料、 入浴料、 各施設入館料、 消費税です。

●お客様による契約の解除

　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ことができます。 この

　場合、 すでに収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いて払い戻しします。

お申し込みのご案内　（お申し込みの際には、必ずこの旅行条件をお読みください）お申し込みのご案内　（お申し込みの際には、必ずこの旅行条件をお読みください）
＊本旅行条件書は、 旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書及び同法第１２条の５に定める契約書面を兼ねております。

－個人情報の取り扱いについて－

●その他の事項については当社旅行業約款 ( 標準旅行業約款同一 ) によります。

●旅行条件の基準

　この旅行条件は２０２１年９月１日を基準としています。

当社は、 旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、 お客様との連絡

に利用させていただく他、 お客様がお申込みいただいた旅行において運送 ・ 宿泊機関等の提供

するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させてい

ただきます。 この他、 当社では　①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、 キャンペー

ンの案内　②旅行参加後のご意見やご感想のご提出のお願い　③アンケートのお願い　④特典

サービスの提供　⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。

旅行契約解除日 １１日以前 １０日前～８日前 ７日前～２日前 １日前 当日 無連絡不参加

取消料 無料
旅行代金の

２０％
旅行代金の

３０％
旅行代金の

４０％
旅行代金の

５０％
旅行代金の
１００％

青森県青森市安方一丁目３-２５　受付時間９:００～１７:００ ( 日･祝休業 )

青森県弘前市藤野二丁目３-６　　受付時間９:００～１７:００ 

●旅行中止の場合

　お客様の人数が最少催行人員に満たない時には、 旅行の催行を中止することがあります。 この場合には旅行催

　行日の４日前までに連絡し、 お客様から当社がお預かりしている旅行代金全額をお返しします。

●旅行日程 ・ 旅行代金の変更

　運送機関のスケジュール ・ 気象条件その他不可抗力による事由で、 また運送機関の運賃 ・ 料金の改定により、

　旅行日程 ・ 旅行代金を変更する場合があります。

●特別補償

　旅行業約款特別補償規定に基づき、 お客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、 その生命、

　身体又は手荷物に被った一定の損害について、 補償金及び見舞金をお支払いします。

●免責事項

　お客様が以下による事由により損害を被られた場合は、 当社は賠償の責任を負いません。

　　ａ天災地変、 暴動又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更もしくは中止

　　ｂ運送 ・ 宿泊機関等の事故、 もしくは火災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

　　ｃ官公省の命令、 または伝染病による隔離　　　　d 自由行動中の事故　　　　ｅ食中毒　　　　ｆ盗難

　　ｇ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滞在期間の短縮

　　ｈ故意に法令に反する行為を行い又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に起きた事故

安心な旅をお楽しみいただくために　感染防止対策を徹底しています安心な旅をお楽しみいただくために　感染防止対策を徹底しています

外の空気を車内へ

車内の空気を外へ

外気導入モードで運行 待機中の車内換気
車内空調を外気導入モードにすることにより、５分程度で車内
の空気を入れ替えることができます。

運行前後・休憩・待機等にて車内の換気を
行います。

消毒作業
一運行終了毎に手すり等の
消毒作業を行っています。

検温･手洗いの励行
運転士とガイドの出勤時の検温、
手洗い・手指消毒を確実に実施して
います。

運行時の常時マスク着用を徹底しています。
また、ガイド案内時にはフェイスシールドの着用
をしています。

乗務中のマスク着用

消毒液設置
車内入口にアルコール消毒
を設置しています。

距離を保つ配列の配慮
車内でお客様同士の距離を保つため、間隔をあけ
お座りいただくよう配慮しています。

ソーシャルディスタンス

参加されるお客様へ弘南バスからのお願い参加されるお客様へ弘南バスからのお願い

※参加当日にお客様の体温確認をさせていただきます。 検温の結果３７.５度以上の発熱が確認された場合、 キャンセル手数料無しで返金させていただいた上、
　 参加をお断りいたします。 （万が一、 ご一緒に参加される方もキャンセルする場合は、 所定の取消料を申し受けます）


