
 北海道・青森県・岩手県・秋田県の１７遺跡からなる北海道・北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録されました。青森県は

８遺跡が含まれています。先人たちが命をつないできた縄文の暮らしや精神文化を伝える貴重な１７遺跡を４回に分けて巡ります。 

日次 

➀ 

  貸切バス                                      紀元前�����年頃                        

浪岡駅＝＝＝＝新青森駅＝＝＝青森駅＝＝＝＝縄文の学び舎・小牧野館＝＝史跡 小牧野遺跡＝＝  
 7：45発          8：15発      8：30発         
 

          紀元前�����～�����年頃                             

＝＝＝＝＝特別史跡 三内丸山遺跡、縄文時遊館＝＝＝＝外ヶ浜町 大山ふるさと資料館＝＝＝ 
 

         紀元前������年頃    

＝＝＝＝史跡 太平山元遺跡＝＝＝＝＝＝＝＝青森駅＝＝＝＝＝新青森駅＝＝＝＝＝浪岡駅 

 �����������                   17：00頃着    17：20頃着      18：00頃着   

コース 

★旅行期間：①班/８月２９日（日） 

            ②班/８月３１日（火）         

★ご旅行代金 １３，８００円（大人お１人様） 
   

★募集人員：２５名（最少催行人員１８名） 

★食 事 付：朝食０回、昼食１回、夕食０回      
★利用予定バス会社：三八五バス   

★添乗員同行します 

     【ツアーのポイント】 
※縄文遺跡巡りのスタートとして縄文の学び舎 

 「小牧野館」にて開講式を行います。 

➊小牧野遺跡(青森市)：複雑な配石により造られ 

 た環状列石を伴う祭祀遺跡。 

➋三内丸山遺跡(青森市)：多様な施設で構成され 

 た日本最大級の集落遺跡。 

➌大平山元遺跡(外ヶ浜町)：日本最古級の土器が 

 出土した定住開始を示す集落遺跡。 

※現地の事情により時間・コース等が変更になる場合がございます。 

申込締切日：➀班：8／18（水）、②班：8／20（金） 

※現地の事情により時間・コース等が変更になる場合がございます。 

日次 

➀ 

  貸切バス                                     紀元前�����年頃                        

青森駅＝＝新青森駅＝＝浪岡駅＝＝＝裾野地区体育文化交流センター＝＝史跡 大森勝山遺跡＝＝ 
 7：40発      8：00発     8：30発             
 

                                     津軽亀ヶ岡焼 

＝＝＝＝＝＝つがる市 縄文住居展示資料館(カルコ)＝＝＝＝＝＝＝しきろ庵＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  

      紀元前�����～���年頃     紀元前�����a�����頃 

＝＝史跡 亀ヶ岡石器時代遺跡、史跡 田小屋野貝塚＝＝＝浪岡駅＝＝＝新青森駅＝＝＝青森駅 

 �����������                          16：45頃着   17：15頃着   17：30頃着   

コース  

★旅行期間：①班/９月５日（日） 

            ②班/９月７日（火）         

★ご旅行代金 １３，８００円（大人お１人様） 
   

★募集人員：２５名（最少催行人員１８名） 

★食 事 付：朝食０回、昼食１回、夕食０回      
★利用予定バス会社：三八五バス   

★添乗員同行します 

     【ツアーのポイント】 
※津軽地区の３つの縄文遺跡群を巡ります。 

 しきろ庵では陶芸家一戸広臣氏による解説で津軽 

 亀ケ岡焼の作品をご紹介します。 

➍大森勝山遺跡(弘前市)：岩木山麓の丘陵上に立地 

 する、大規模な環状列石を伴う祭祀遺跡。 

➎亀ヶ岡石器時代遺跡(つがる市)：大型遮光器土偶 

 が出土したことで有名な大規模共同墓地の遺跡。 

➏田小屋野貝塚(つがる市)：海進期に形成された古 

 十三湖に面した貝塚を伴う集落跡。 
大森勝山遺跡／「JOMON ARCHIVES提供」 

申込締切日：➀班：8／25（水）、②班：8／27（金） 

※是川石器時代遺跡は整備のため現在閉鎖中ですが、隣接する「是川縄文館」にて遺跡から出土した多数の重要文化財を館内解説員がご案内します。 

三内丸山遺跡／「JOMON ARCHIVES提供」 

＜重要＞当ツアーは「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に沿って実施し、ツアー中は添乗員が感染防止対策を

管理します。お客様は別途お渡しする「旅行中の遵守事項」をお守りいただくことに同意の上お申込みいただくようお願いします。 



日次 コース 宿泊  

① 

    

 貸切バス   

弘前駅＝＝＝＝＝＝＝浪岡駅＝＝＝＝＝＝＝新青森駅＝＝＝＝＝＝青森駅＝＝＝＝＝＝＝ 
  7：15出発           8：00出発          8：30出発        8：50出発   
 

     紀元前�����～�����年頃 

＝＝＝＝＝史跡 二ツ森貝塚・二ツ森貝塚館＝＝＝＝＝＝＝八戸市博物館＝＝＝＝＝＝ 
      

   史跡 是川石器時代遺跡(紀元前�����～���年頃)の出土品を解説   ※夕食は各自となります 

＝＝＝＝＝＝＝埋蔵文化財センター「是川縄文館」＝＝＝＝＝＝＝＝八戸市内(泊)   
                                     16：40頃着   

※史跡 是川石器時代遺跡は現在整備の為閉鎖中となっております。隣接する是川縄文館内にて 

 解説員による出土品のご案内となります。                                                 

 

 
 

 

八 戸 

グ ラ ン ド 

ホ テ ル 

② 

         

  貸切バス 紀元前�����～�����年頃               紀元前�����年～�����年頃                        

ホテル＝＝＝史跡 御所野遺跡・御所野縄文博物館＝＝特別史跡 大湯環状列石・ストーンサークル館 
 8：30発 

 
  紀元前�����～�����年頃 

＝＝＝伊勢堂岱遺跡・縄文館＝＝＝＝＝弘前駅＝＝＝＝浪岡駅＝＝＝＝新青森駅東口＝＝＝＝青森駅 

 �����������                17：45頃着    18：30頃着    19：00頃着       18：15頃着   

※現地の事情により時間・コース等が変更になる場合がございます。 

★旅行期間 

   ①班/９月 ８日（水）～９月 ９日（木） 

      ②班/９月１４日（火）～９月１５日（水）         

★ご旅行代金（大人お１人様） 

      ２名１室利用  ３８、０００円 

      １名１室利用  ４１，０００円 
   

★申 込 金：10,000円（旅行代金に含まれます） 

★募集人員：２５名（最少催行人員１６名） 

★食 事 付：朝食１回、昼食２回、夕食０回      

★利用予定バス会社：三八五バス  

★添乗員同行します 

      【ツアーのポイント】 
※青森県南、岩手、秋田地区の５つの縄文遺跡群を巡り 

 ます。 

➐二ツ森貝塚(七戸町)：海進・海退による環境変化に適 

 応した集落遺跡。 

➑是川石器時代遺跡(八戸市)：現在整備の為閉鎖中だが 

 是川縄文館にて遺跡から出土した多数の美しい土器や 

 漆器を解説員がご案内します。 

➒御所野遺跡(岩手県一戸町)：豊富な堅果類など森林資 

 源に恵まれた祭祀場を伴う拠点集落遺跡。 

➓大湯環状列石(秋田県鹿角市)：２つの規則的な構造の 

 環状列石からなる典型的な祭祀遺跡。 

⓫伊勢堂岱遺跡(秋田県北秋田市)：４つの環状列石が集 

 中し、多量の祭祀具が出土した祭祀遺跡。 

伊勢堂岱遺跡／「JOMON ARCHIVES提供」 御所野遺跡／「JOMON ARCHIVES提供」 二ツ森貝塚／「JOMON ARCHIVES提供」 

  申込締切日 

➀班：8／24（火） 

②班：8／31（火） 



日次 コース 宿泊  

① 

    

         はやて９３号              北斗５号     貸切バス   

新青森駅＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋新函館北斗駅＋＋＋＋＋＋＋＋＋南千歳駅＝＝＝＝＝＝ 
    7：56発               8：58着／9：15発              12：08着   
 

                            紀元前�����年頃 

＝＝＝＝＝千歳市埋蔵文化センター＝＝＝＝＝＝史跡 キウス周堤墓群＝＝＝＝＝＝＝ 
  

        

       紀元前�����～�����年頃 

＝＝＝＝史跡 北黄金貝塚・情報センター＝＝＝＝＝洞爺湖温泉(泊)    
                             17：20頃着   
 

※洞爺湖温泉では20：45より20分間、約450発の花火が湖を彩る「洞爺湖ロングラン花火大会」 

 をお楽しみください                                                        

 

 

 
 

 

万 世 閣 

レイクサイド 

ホ テ ル 

② 

         

  貸切バス    紀元前�����年頃／紀元前�����年頃                                                   

ホテル＝＝＝史跡 入江貝塚・高砂貝塚、入江・高砂貝塚館＝＝＝函館市縄文文化交流センター＝＝ 
 8：30発 

  
     紀元前�����～�����年頃   紀元前�����～�����年頃            はやぶさ��号 

＝＝＝＝史跡 垣ノ島遺跡＝＝＝＝史跡 大船遺跡＝＝＝＝＝新函館北斗駅＝＋＋＋＋＋＋＋新青森駅 

 �����������                                18：40発       19：42着   

※現地の事情により時間・コース等が変更になる場合がございます。 

 

 

★旅行期間 

   ①班/ ９月２８日（火）～ ９月２９日（水） 

      ②班/１０月１２日（火）～１０月１３日（水）         

★ご旅行代金（大人お１人様） 

      ２名１室利用  ６３、０００円 

      １名１室利用  ７４，０００円 
   

★申 込 金：20,000円（旅行代金に含まれます） 

★募集人員：２５名（最少催行人員１６名） 

★食 事 付：朝食１回、昼食２回、夕食１回      

★利用予定バス会社：ケーエス北の星観光バス  

★添乗員同行します 

  申込締切日 

➀班：9／13（月） 

②班：9／27（月） 

      【ツアーのポイント】 
※北海道地区の６つの縄文遺跡群を巡ります。 

⓬キウス周提墓群(千歳市)：高い土手で囲まれた円形の 

 墓が集中する集団墓地の遺跡。 

⓭北黄金貝塚(伊達市)：豊富な貝類・魚骨・海獣骨が出 

 土した集落遺跡。 

⓮入江貝塚(洞爺湖町)：共同の祭祀場や墓地を支えた集 

 落遺跡。 

⓯高砂貝塚(洞爺湖町)：貝類・魚類・海生哺乳類などの 

 水産資源に恵まれた共同墓地の遺跡。 

⓰垣ノ島遺跡(函館市)：居住域と墓域の分離といった集 

 落内における機能分化の開始を示す集落遺跡 

⓱大船遺跡(函館市)：大規模な盛土遺構など祭祀場が顕 

 著に発達した拠点集落遺跡。 

大船遺跡／「JOMON ARCHIVES提供」 入江貝塚／「JOMON ARCHIVES提供」 北黄金貝塚／「JOMON ARCHIVES提供」 



   ｆ．天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、感染症の蔓延、官公署の命

令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実

施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき 

（３）当社は本項（１）により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込

金）から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項（２）により旅行契約を解除したときは、

既に収受している旅行代金（あるいはお申込金）の全額を払戻します。 

10、取消料 
（１）旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対しておひとりに

つき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれ

いただきます。 

（２）当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消

料をお支払いいただきます。 

（３）旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を

解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。 

（４）お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても取消とみ

なし、取消料の対象となります。 

11、添乗員等 
（１）［添乗員同行］表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内

容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中

は日程の円滑な実施と安全のため添乗員に従って頂きます。添乗員の業務は 

   は原則として８時から２０時までとします。 

（２）［現地係員案内］表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にする

ために必要な業務を行います。 

12、当社の責任及び免責事項 
（１）当社は旅行契約の履行にあたって、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お客

様が被られた損害を賠償いたします。 

（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きます。）として賠償いたします。 

13、特別補償 
当社は前第12項（１）の当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款により、お客様が募

集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につき

ましては死亡補償金及び後遺障害補償金及び入院見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、

損害補償金をお支払いいたします。 

14、個人情報のお取り扱い 
（１）当社らは、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   

間の連絡のために利用させていただくほか、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（主要なものについては各コース等に記載されています）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。 

＊このほか、当社では、①旅行案内等のご案内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いた

だくことがあります。 

（２）当社らが取得する個人情報は、お客様の氏名､生年月日、性別、電話番号、住所、メールアドレ

ス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報

とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲

でこれに応ずる（又は応じられない旨の回答をする）目的のため、上記以外の個人情報の取得をさ

せていただきますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とする 

（３）当社はお申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対しお客様の氏名、年齢、

性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送

付することによって提供いたします。 

（４）当社は、旅行先において､お客様の手荷物運送等、ＤＦＳギャラリア・沖縄（免税店）でのお買

い物等の便宜のため当社の保有するお客様の個人データを運送業者やＤＦＳギャラリア・沖縄に提

供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等に係る個人データを、あ

らかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人デ

ータの提供の停止を希望される場合はお申し込み時にお申し出ください。 

（５）当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、又はその利用

の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続きについてご案内い

たします。当社にお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置を取

らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明します 

15旅行条件・旅行代金の基準  この旅行条件は２０２１年８月１日を基準としています 

１、募集型企画旅行契約 
この旅行は㈱東奥日報サービス 東奥日報旅行センター（青森市第二問屋町３-１-８９ 東奥日報社

１階 観光庁長官大臣登録旅行業第1941号。以下「当社」という）が旅行企画・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」という）を締結す

ることになります。又、契約の内容･条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、

出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

２、旅行のお申し込み及び契約成立 
（１）お申込金とお申込み書を添えてお申し込みいただきます｡お申込金は、「旅行代金」または「取

消料」、「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（以下「電話等」という）による旅行契約

の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾

の旨通知した翌日から起算して３日以内にお申込金をお納めください。この期間内にお申込金を提出

されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 

（３）旅行契約は当社が契約の締結を承諾しお申込金を受領したときに成立するものとします｡ 

３、旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発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にお支払いいただ

きます。お申込金および旅行代金は、下記の銀行口座宛にお振込みになるか、当社旅行センターへお

納め下さるようお願いいたします。（なお、振込料につきましてはお客様負担となります。ご了承く

ださい） 

     ＜振込先＞ ㈱東奥日報サービス 東奥日報旅行センター 

     ＜銀行名＞ 青森銀行   新町支店 普通口座 ３０３０２７９ 

           みちのく銀行 青森支店 普通口座 ２８１３２３４ 

     ※振込人名の前に出発日を掲載してください。 

     （例：４月１日出発 東奥太郎様の場合→４－１東奥太郎） 

４、旅行代金の適用 
参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満１２歳以上の方はおとな代金、満６歳以上（航空

機利用コースは満３歳以上）１２歳未満の方は、こども代金となります。 

５、旅行代金に含まれるもの 
（１）旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、

食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。航空運賃は包括旅行割引運賃を適用しております。 

（２）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。 

上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。（コースに含ま

れない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

６、旅行内容の変更 
当社は旅行契約の締結後であっても、天災事変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当

初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、

パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能と

なる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該

事由が当社の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

ビスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に

理由をご説明いたします。 

７、旅行代金の変更 
（１）当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定され

る程度を大幅に越えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場

合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知

いたします。 

（２）第６項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加又は減

少するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機

関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行

代金を変更することがあります。 

８、お客様による旅行契約の解除 
(1)お客様は第10項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。ただし、契約解除のお申し出の受付はお申込みをされた当社らの営業時間内とします｡

(営業時間終了後に着信したファクシミリ､電子メール等は翌営業日の受付となります) 

(2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 

 ａ．契約内容の重要な変更が行われたとき 

 ｂ．第７項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき 

 ｃ．天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由に 

  より旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大き 

  いとき 

 ｄ．当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき 

 ｅ．当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき 

９、当社による旅行契約の解除及び催行中止 
（１）お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する 

   ことがあります。 

（２）次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 

   ａ．お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満た 

     していないことが明らかになったとき 

   ｂ．お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき 

   ｃ．お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがある 

     と認められたとき 

   ｄ．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。この場合は旅行開始 

    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）に旅行中止のご通知をいたします。 

   ｅ．スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅 

    行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき 

取 消 日 取 消 料 

 

旅行開始日の前日

から起算してさか

の ぼ っ て 

 

1)21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 

2)20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％ 

3)７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)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％ 

 

～当パンフレットの旅行は次の条件に基づきます～ 

＜旅行企画・実施・販売＞ 
              観光庁長官登録旅行業第1941号 

       �一社�全国旅行業協会会員 （一社）日本旅行業協会協力会員 

 �       ���東奥日報旅行センター 

��       総合旅行業務取扱管理者 熊谷 直樹 

     Tel.０１７－７５２－８２００ 

     Fax.０１７－７５２－８２０３ 
 〒���-���� 青森市第二問屋町３丁目１－８９ 東奥日報社１階 

 《�営業時間 午前９時から午後５時 土日祝日は休業》 

 ※旅行業務取扱管理者とは､お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関しご不明な点がありましたら､ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい 

東奥日報旅行センター お申し込みのご案内 

＜受託販売＞ 
               青森県知事登録旅行業第2-160号 

                 �一社�全国旅行業協会会員  

 �       �株式会社また旅くらぶ 

��       国内旅行業務取扱管理者 高木 まゆみ 

     Tel.０１７－７５２－６７０５ 

     Fax.０１７－７５２－６７０４ 
   〒���-���� 青森市桜川３丁目１２－８ また旅はうす�階 

 《�営業時間 午前１０時から午後４時 土日祝日は休業》 


