
■お申し込み ・ お問い合わせ
　　《旅行企画 ・ 実施》

　　

　　福島県知事登録旅行業第２-３２９号
　　（社） 全国旅行業協会正会員　国内旅行業務取扱管理者　小原基宏

　　  ０１２０-９１５-２２１
ＦＡＸ .０２４１-６２-７７８８
〒９６７-０００４ 福島県南会津郡南会津町田島字後町甲３９７３-１

受付時間 ９:００～１７:００ （年中無休）
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ： //ｗｗｗ．ｍｉｎａｍｉａｉｚｕ．ｃｏ．ｊｐ

行程１日目　　【 お食事／朝 ： ×　昼 ：○　夕 ：◯ 】

８:００発　　　 ９:００発　 　  １１:００～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６:３０頃着 /８:３０発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７:００頃着  １８:００頃着　

行程２日目　　【 お食事／朝 ：◯　昼 ：○　夕 ： × 】

○対　　　象　　福島県在住の１８歳以上の方　※当ツアーは出会い ・ 婚活等を目的とはしておりません。 未婚 ・ 既婚は問いません。

　　　　　　　　　 ＊福島県主催のモニターツアーです。①ご自身のＳＮＳなどで感想を投稿　②アンケートに回答　③ツアーの様子を取材 ・ 掲載

　　　　　　　　　　　　　　　　以上、 すべてにご了承いただけることを参加条件とさせていただきます。

○旅行代金　　お一人様 ８,５００円 （税込）　　移動バス ・ １泊２食付きご宿泊代 ・ 昼食２回 ・ 行程内の体験代

○行　　　程 　　

○募集人数　２０名 （最少催行人数１０名）　※定員になり次第締め切りとさせて頂きます。 　　　　　　　　○募集締切　令和２年１０月２４日 (土 )１７時まで

○宿 泊 先　 たかつえ温泉　会津アストリアホテル　※シングルルームをご用意致します。 　○利用バス　福島交通または同等バス

○そ の 他　　＊ 上記行程中、 添乗員が同行致します。 　＊道路状況 ・ 天候 ・ その他やむを得ない事情により旅程を変更する場合がございます。

　　　　　　　　　　　　＊ 参道など少し足場の悪い場所を歩きますので、 動きやすい服装 ・ 靴でご参加ください。

出発日
２０２０年 １０月３１日　　　１泊２日土

郷土料理の
祝言御膳

南会津魅力体験モニターツアー第１弾！

みなみあいづ観光

●バス座席はお客様同士の間隔を広くとるため、お一人様
　２座席を確保します！
●乗務員、添乗員の出発前体温測定、体調管理を徹底。
●バス車内は外気導入運転のうえ、こまめな換気と消毒を
　実施。また、手指用消毒を設置。
●他のお客様との相部屋のご用意はございません。

※ツアー当日に、予めお送りする「健康チェックシート」を
　ご提出いただきます。
※出発時のお客様の体調によっては、ツアーに参加いただけ
　ない場合があります。また、ツアー出発の２週間前までに
　熱のあった方も参加はお控えください。
※定期的な体温測定、マスク着用等ご協力をお願い致します。

感染症対策にご協力ください。

流れ星に
願掛け

只見町【三石神社】
巨岩と一体になった本殿。この岩の小穴に五円玉を通して縁結びを願う。
只見町【三石神社】
巨岩と一体になった本殿。この岩の小穴に五円玉を通して縁結びを願う。

檜枝岐村【橋場のばんば】
ハサミをお供えすることで、良縁を結ぶ「縁結び」と、
悪縁を断つ「縁切り」をお願いする場所として有名。

南会津町【恋路橋の赤い糸】
大雨で氾濫してしまった川を挟んで
男女が愛を語り合った伝説が残る。

切れない
ハサミを奉納

錦秋の南会津周遊

福島駅発着 郡山駅発着

《参加特典》
南会津のんだべぇ
オリジナルタオル

《参加特典》
南会津のんだべぇ
オリジナルタオル

南会津で願掛け 縁 結び南会津で願掛け 縁 結び南会津で願掛け 縁 結び
パワースポット巡りツアーパワースポット巡りツアーパワースポット巡りツアー

下郷町【夫婦岩】
大川ラインの渓谷にそそりたつ奇岩。
恋愛・夫婦円満のパワースポットとして人気。

下郷町【夫婦岩】
大川ラインの渓谷にそそりたつ奇岩。
恋愛・夫婦円満のパワースポットとして人気。

［主催］福島県南会津地方振興局

南会津の観光情報をお届け中！

紅葉彩る南会津で秋を感じつつ、代表的な

４ヶ所の縁結びスポットをめぐる旅。

それぞれのスポットで縁結びの願掛け。

すでに恋人がいる方はより永遠のきずなを

願い、好きな人がいる方は恋愛成就を祈願し、

まだ巡り会えていない方は素敵な出会いがあるかも。

期待感満載の１泊２日をお楽しみください。

紅葉彩る南会津で秋を感じつつ、代表的な

４ヶ所の縁結びスポットをめぐる旅。

それぞれのスポットで縁結びの願掛け。

すでに恋人がいる方はより永遠のきずなを

願い、好きな人がいる方は恋愛成就を祈願し、

まだ巡り会えていない方は素敵な出会いがあるかも。

期待感満載の１泊２日をお楽しみください。

南会津には縁結びスポットが
　たくさんあるのをご存知ですか？
南会津には縁結びスポットが
　たくさんあるのをご存知ですか？

南会津町【恋路橋の赤い糸】
大雨で氾濫してしまった川を挟んで
男女が愛を語り合った伝説が残る。

檜枝岐村【橋場のばんば】
ハサミをお供えすることで、良縁を結ぶ「縁結び」と、
悪縁を断つ「縁切り」をお願いする場所として有名。

※１グループ３名様まで



参加申込書
令和２年１０月３１日（土）ツアー参加の申込を希望される方は下記に必要事項をご記入の上、

下記のいずれかの方法にてみなみあいづ観光までお申込みください。

【締切日】令和２年１０月２４日（土）１７時まで　《郵送の場合は必着》

※FAX、郵送の場合はご到着後２日以内に当社よりご連絡差し上げます。

　ご連絡がない場合はお手数ですがお電話でご確認下さい。

※また、締切日以内であっても募集人数に達した場合は締切とさせて頂きます。

福島駅・郡山駅発着 『南会津で願掛け～縁結びパワースポット巡りツアー １泊２日』

①このご旅行は、株式会社みなみあいづが企画・実施するもので、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を締結することになります。
②旅行お申込みの際に、旅行代金全額をお支払いください。当社が契約の締結を
　承諾し、旅行代金全額を受理したときに契約は成立します。
③旅行代金に含まれるもの（行程表に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊代金、
　食事代金、入場料等の観光代金、添乗サービス代金）
④旅行代金に含まれないもの（上記③の旅行代金に含まれるものに記載されてい
　ないもの。）
⑤最少催行人員に満たない場合は、旅行開始日の前日から起算して、13 日目にあ
　たる日より前に旅行中止をご通知いたします。
⑥集合地までの交通費はお客様負担となります。

⑦取消料　※旅行開始日とは、当日の午前０時になります。

ご案内（国内企画旅行取引条件説明書・抜粋）
　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前に内容を必ず
　ご確認のうえお申込みください。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面および同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります。

【個人情報の取扱いについて】
当社及び「販売店」欄記載の受託旅行会社は、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、
お客様との間の連絡のため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、手
配代行者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。
また、「アンケート」のお願い、「キャンペーンのご案内」、
その他ＤＭ等の発送にも利用させていただく場合がありま
すので予めご了承ください。

⑧旅行条件・旅行代金の基準日
　この旅行は２０２０年１月１日を基準日としています。

21日目まで 20～8日目まで ７～２日目まで 前日 当日
取消料 無料 20% 30% 40% 50% 100%

旅行契約の
解除期日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始日 旅行開始後
または

無連絡不参加

旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行業務に関し、担当者からの説明にご不明な点があ
れば、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

【FAX の場合】０２４１-６２-７７８８
【電話の場合】　　　０１２０-９１５-２２１（受付時間９：００～１７：００／年中無休）

【メールの場合】　 plan@minamiyama2.info

【郵送の場合】　〒967-0004　福島県南会津郡南会津町田島字後町甲 3973-1
　　　　　　　みなみあいづ観光　宛

※１グループで１枚　※コピー可

令和２年　　　　月　　　　日

発着地

生年月日

TEL

携帯電話

FAX

（ふりがな）
生年月日

TEL

住　所 備考

（ふりがな）
生年月日

TEL

住　所 備考

※アレルギー等あれば備考欄へご記入下さい。　※ご住所は番地、アパート名まで正確にご記入下さい。
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お名前
男

・

女

　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）

（　　　　　　）

〒

同
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者

①

お名前
男

・
女

　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）

（　　　　　　）

〒

【当日連絡先】

（　　　　　　）

住　所

〒

申　込　日

代
表
者
記
入
欄

　□ 福島駅　　　□郡山駅

お名前

（ふりがな）
男

・

女

　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）

（　　　　　　）

備　考


