
 

２０１６年２月２６日  

東日本旅客鉄道株式会社 
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１．商品名 

早春の宮古 お散歩＆海鮮ランチ 

 

２．商品発売日 

2016 年 2月 26日（金）14時 

 

３．出発日 

2016 年 3月 1日（火）～3月 31日（木） 

 

４．旅行代金 

盛岡駅発着 1名様 おとな 8,200円 こども 6,400円（2名以上でお申込みください） 

 

５．行   程 

別紙のチラシをご覧ください。 

 

６．旅のポイント   

・宮古ホテル沢田屋で「ぶっかけ祭」と「毛ガニ一杯」が付いた和食膳をご提供いたします。 

・宮古市内の主な店舗、宮古市魚菜市場でご利用できるお買物券（リアス通貨）500円分がつ

いています。リアス通貨は、券面金額の 1割が宮古市の復興応援に役立ちます。 

 

７．発売箇所 

お申し込み・お問い合わせは、びゅう予約センター（0120-489-791）又は、お近くの 

びゅうプラザ・旅行センターへ 
       

８．その他 

・106急行バスの時間指定はございません。ご希望の便をお選びいただけます。（全席自由席） 

・昼食時間は 11：30～13：30となりますので時間に合わせたご移動をお願いいたします。 

・宮古市魚菜市場は毎週水曜日が定休日となります。 

旅旅でで三三陸陸をを応応援援！！毛毛ガガニニ一一杯杯付付きき♪♪ 

ＪＲ東日本盛岡支社では、早春の宮古で旬の魚介を満喫していただく、日帰り旅行商品を

企画いたしました。 

盛岡から宮古間の往復は 106急行バスをご利用していただき、宮古ホテル沢田屋での海鮮

ランチと宮古市内の主なお店でご利用できるお買い物券がセットになっております。 

この機会に、復興に向け取り組んでいる宮古市を応援に行ってみませんか。 



 行     程 

 盛岡駅発着旅行代金： 

 おとな１名様（ ）内こども   

各駅 

2名様よりお申込みいただけます 

各駅 

往復のＪＲ券 
宮古市内の主なお店でご利用できる 
お買物券（リアス通貨）５００円分 

盛岡駅 

盛岡駅 

※1 新花巻以南発着の場合、盛岡駅間の往復は東北新幹線普通車自由席のご利用となります。 

※2 二戸以北発着の場合、盛岡駅間の往復は東北新幹線普通車指定席のご利用となります。グリーン車およびグランクラスの設定はありません。 

※3 １０６急行バスは全席自由席となります。ご利用の便に指定はございません。 
 時刻表などの詳細は、岩手県北自動車(株)のホームページでご確認ください。http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/ 

東北新幹線 

A21581973-01 企3 

3日前までにお申込みください 

日 

帰 

り 

※盛岡から宮古までの往復は岩手県北自動車(株)が運行する「１０６急行バス」の利用となります。 
※盛岡駅発着の場合はＪＲ券はつきません。 

１０６急行バス 

宮古市内でお買い物などをお楽しみください 
※お買い物には三陸リアス通貨券５００円分をご利用ください。 

※お買物券はお釣りはでません。一部ご利用できないお店がございます。 
詳しくは宮古駅前総合観光案内所の係員におたずねください。        

※宮古駅に隣接する「宮古駅前総合観光案内所」
にてバウチャー券とお買物券をお引き換えください。 

往復の１０６急行バス乗車券 

盛岡駅東口 
バス乗り場⑦番 

浄土ヶ浜（イメージ） 

※３ 指 ※１    ※２ 自 

宮古駅前
バス乗り場 

お客様負担 

お客様負担 

宮古駅前 
バス乗り場⑥番 

１０６急行バス 

※３ 

盛岡駅東口 
バス乗り場 

東北新幹線 

指 ※１    ※２ 自 

昼食 

昼食「宮古ホテル沢田屋」 
※昼食時間 【１１：３０～１３：３０】 

※フロント係員にバウチャー券をお渡しください。 
 

お客様負担 

外観 

＜昼食場所＞ 

「宮古ホテル沢田屋」 

交通／宮古駅より徒歩約１０分 

食事／宴会場 

※昼食時間は 
  １１：３０～１３：３０までとなります。 

※当商品での送迎は行っておりませ   
  んのでご了承ください。 

＜昼食内容＞ 

三陸の新鮮な鮑・ホタテ・イカ・イクラ・めかぶを
使用した「ぶっかけ祭」と「毛ガニ一杯」が付い
た和食膳をご提供いたします。 

ぶっかけ祭（イメージ） 毛ガニ（イメージ） 

三陸の旬の魚介
を満喫！ 

※仕入れ状況等により料理内容が変更になる場合がございます。 



ご案内“びゅう日帰り商品”の旅行代金には、行程に明示された交通費、消費税等諸税が含まれています。            

★共通のご案内 ●おとな1名を含み２名様以上でお申し込みください。最少催行人員２名 ●添乗員の同行はございません。ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたしますので、ご旅行中の諸手続き
はお客様ご自身で行っていただきます。 ★ＪＲ利用コースについて ● 旅行商品にご利用いただける席数には制限がございます。 ●途中下車・途中乗車はできません。但し、券面上に途中下車が指定
されている場合は、その駅に限り可能となります。 ●ご旅行中の行程はグループ内同一となります（同一列車、同一設備のご利用となります。 ●予約された指定席の変更は、ご出発前１回に限り、お申
込み店で営業時間内のみお取扱いいたします（旅行開始後、お申込み店以外、および営業時間外での変更はできません）。 ●ご旅行開始前に取消・減員が発生した場合でお申込み店に連絡できない
場合は、最寄りのＪＲ駅にて指定席の取消証明を受けてください。また、利用施設への連絡もお願いいたします（証明がない場合は払い戻しできません）。 ●ご旅行開始後のお客様の都合により利用さ
れなかった区間についての払い戻しは一切できません（運休等による場合はこの限りではありません）。 ★こども代金について ●こども代金は６歳以上１２歳未満（小学生）のお子様が対象となります。
●６歳未満のお子様は施設利用料がかかる場合がございます。特に表記がない限り現地にてお支払いください。なお、この場合、施設での食事等の提供は原則としてございません。  ●幼児代金は募集
型企画旅行には含まれません。 ★取消及び変更ついて ●取消・変更が生じた場合はお申し込み店にご来店のうえ手続きを行ってください。取消・変更のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお
受けします。その場合当社が定める旅行業約款に基づき取消料等を収受いたします。 ★その他のご案内 ●確定情報を記載する最終日程表につきましては、当社より特にご連絡がない場合は当パンフ
レット記載内容をもって替えさせていただきます。 ●未成年者の方（20歳未満）の１人またはお友達同士での参加、および親権者以外の方と同行される場合は、ご親権者様の同意をいただいてのお申込
みとなりますので、同意書の提出をお願いいたします。 ●パンフレット内の列車時刻等運輸機関の時刻、施設情報、観光情報等については、2016年2月1日現在のものとなります。ダイヤ改正等の事情
により変更となる場合がございますので出発前にご確認ください。  
 

(１）当社及び受託旅行業者は、旅行申込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、お客さまがお申込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に必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では【１】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャン
ペーンのご案内【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きます。 

(２）当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最少限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同し
て利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

個人情報の 
取扱いについて 

＜パック型 企 マークのある商品＞ 

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（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きます。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り扱います。 

（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）ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによ
る決済及びクーポン券の宅配を希望される場合は前（１）～（３）によらず、当社旅行業約款及び別途お
渡しする旅行条件書に記載する通信契約の条件によります。 

（５）お申込金（お一人様） 

   

 

 

 

 

２.旅行代金のお支払い 

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日目に当たる日より前にお支払いいただきま
す。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始
日前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。 

３.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
の経費はお客様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。 

４.取消料 

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率
で取消料を、ご参加のお客様からは１室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.旅行代金の基準 

 この旅行条件は２０１６年１月１日を基準としています。又、旅行代金は２０１６年２月１日現在の有効
な運賃・規則を基準としています。 

６.詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

旅　　行　　代　　金 お　　申　　込　　金

　　１万円未満 ３，０００円

　　１万円以上３万円未満 ６，０００円

　　３万円以上６万円未満 １２，０００円

　　６万円以上１０万円未満 ２０，０００円

　　１０万円以上 旅行代金の２０％

取　　消　　料

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）
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％

旅行契約の解除日

旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

（③～⑥を除く） 

【浄土ヶ浜】 
三陸復興国立公園の中心をなす浄
土ヶ浜は、宮古の代表的な景勝地で
す。鋭くとがった白い流紋岩が林立
し、一つ一つ違った表情を見せて海
岸を彩ります。松の緑と岩肌の白、
海の群青とのコントラストはまさに
一見の価値あり。浄土ヶ浜の地名は、
天和年間(1681〜1684)に宮古山常
安寺七世の霊鏡竜湖(1727年没)が、
「さながら極楽浄土のごとし」と感
嘆したことから名付けられたと言わ
れています。 

 

浄土ヶ浜（イメージ） 

当該商品は各種割引対象外商品です 

発着駅による基本代金の差額＜盛岡駅発着の代金をもとにした各駅の代金差額です＞
発着駅 一ノ関駅 水沢江刺駅 北上駅 新花巻駅 二戸駅 八戸駅 本八戸駅 七戸十和田駅 新青森駅 青森駅
おとな 3,800円増 3,400円増 2,000円増 1,800円増 4,600円増 5,200円増 5,400円増 7,000円増 8,000円増 8,000円増
こども 1,900円増 1,700円増 1,000円増 900円増 2,300円増 2,600円増 2,700円増 3,500円増 4,000円増 4,000円増

【宮古市魚菜市場】 
三陸沖から水揚げされた新鮮
な魚介類や海産物加工品、地
元農家が育てた野菜がずらり
と並ぶ市場。多数のお店が軒
を連ねるほか、中央広場では
農家のお母さんたちが自慢の
野菜を販売しています。宮古
市民の台所とも言われ、人情
にあふれた交流市場です。お
土産用に梱包、発送もしてく
れます。 

 
宮古市魚菜市場（イメージ） 

■交通／宮古駅よりバスで約２０分 

■交通／宮古駅より徒歩で約１０分 
（宮古ホテル沢田屋より徒歩で約１０分） 

※お買物券（リアス通貨）がご利用いただけます。 
■定休日／水曜日 
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