
２０２１年　カワトクトラベル　特選の旅 　岩手県民限定
いわて旅応援プロジェクト
１．この旅行は「いわて旅応援プロジェクト」の支援対象です。（5/31までのツアーが対象）
２．旅行代金12,000円～59,000円から「いわて旅応援プロジェクト」よる宿泊・日帰り旅行支援額を引いた金額が、
お客様のお支払い実額となります。別途、「いわて旅応援クーポン」がお一人様2,000円分付与されます。
３．支援金の受領について；国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社は支援金をお客様に代わって
受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払い
いただきます。お客様は、当社による代理受領ついて、ご了承のうえお申込みください。なお、お取消しの際は
旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。

「いわて旅応援プロジェクト」をご利用の皆様へ
「いわて旅応援プロジェクト　いわて応援クーポン」の適用対象者は、岩手県に居住する方です。
●クーポン適用希望者は、申込時または精算時に、参加者全員の岩手県に居住していることが確認できる書類を
ご提示いただきます。
岩手県に居住することを確認するために必要な書類（例）
　　マイナンバーカード、運転免許証、健康保険等被保険者証など

いわて応援クーポン
税込10,000円以上 5,000円補助 お一人様に付き2,000円分配布
税込8,000～9,999円 4,000円補助 　（券面額1,000円クーポン×２枚）
税込6,000～7,999円 3,000円補助 事業に参画する施設・店舗・交通機関などで
税込4,001～5,999円 2,000円補助 ６月１日まで、ご利用可能

１３名様（催行最少人員10名） 　 浜べの料理宿　宝来館
朝食１回、昼食２回、夕食１回

ご旅行代金に含まれるもの 全行程貸切バス乗車代、昼食代、行程表記載の入場料・拝観料、他諸税
その他ご注意事項 穴通船は天候により欠航の場合がございます。

旅行代金（A)
旅行代金への支援額（B)

お支払い実額（A-B）

～ツアーのおすすめポイント～
●「岩手サファリパーク」で動物達の生態や行動、群れをサファリバスの中から見ながら、次々に寄ってくる動物達と
　　サファリパークならではの体験をしましょう。
●「花と泉の公園」ではぼたん・しゃくやく祭りを開催中。ベゴニアもご鑑賞ください。
●1日目の昼食は熟成肉を味わう一関市の「丑舎　格之進」でランチ。
●宿泊は有名女将の宿「浜べの料理宿　宝来館」。
●山田町で「いか徳利」作り体験、昼食は「2段海鮮丼」を召し上がり、４月１日に再開した「鯨と海の科学館」を見学。
●３月２８日に開通した「宮古盛岡横断道路」を通って、時間短縮を体感しましょう。
　※添乗員同行

食事
AA0118 盛岡駅西口＝＝＝岩手サファリパーク（下車）＝＝＝花と泉の公園（下車）＝＝＝　 朝；ー

8:00 昼；〇
丑舎格之進本店（昼食）＝＝＝碁石海岸（穴通船）＝＝＝浜べの料理宿宝来館 夕；〇

　17:00
浜べの料理宿　宝来館＝＝＝鵜住居駅＝（三陸鉄道）＝恋し浜駅＝＝＝鯨と海の 朝；〇
            9:00
科学館（下車）＝＝＝和海味処いっぷく（昼食）＝＝＝木村商店「いか徳利づくり体験」 昼；〇

（下車）＝＝＝道の駅やまびこ館・薬師塗漆工芸館＝＝＝盛岡駅西口 夕；ー
　17:00

月日（曜） 行　　　程

５月２８日（金）

５月２９日（土）

５９，０００円
５，０００円 ５，０００円 ５，０００円

５３，０００円 ５２，０００円 ５４，０００円

食事条件 運行バス会社 岩手県交通または岩手県北自動車

お支払い実額
（お一人様）

海側・和室(２名１室) 山側・洋室(２名１室) 海側・和室(１名１室)
５８，０００円 ５７，０００円

５月　　岩手県内宿泊ツアー
動物とふれあい、花を鑑賞　三陸の海を眺め、宮古盛岡横断道路で帰路

旅行期間 ５月２８日（金）～２９日（土）　２日間　　
募集人員 宿泊先

旅行代金補助金額　

宿泊割引・日帰旅行割引(お一人様あたり)



～ツアーのおすすめポイント～
①「雪谷川ダムフォリストパーク」チューリップ園を観覧と「不動の滝」でマイナスイオン　
●「雪谷川ダムフォリストパーク」のチューリップ園観覧。併せて風車展望台やメモリアルブリッジなどを自由散策し
　　思い出の一枚を。
●「二戸市シビックセンター」では福田繁雄デザイン館と田中舘愛橘記念科学館を見学。また、瀬戸内寂聴記念館も
　　見学いたします。
●「不動の滝」は高さ15ｍ。渓流に沿った遊歩道の散策をお楽しみください。

②遠野観光と「郷土料理とどぶろく飲み放題＆夜神楽鑑賞」
●リニューアルオープンした「道の駅風の丘」でお買い物。景色も楽しんでください。
●「郷土料理とどぶろく飲み放題＆夜神楽鑑賞」。遠野の神楽をお楽しみください。

③一関市を再発見！！昼食はフランス料理の「レストランあさひや」
●一関市藤沢町にある「大籠キリシタン殉教公園」。園内にあるキリシタン資料館は貴重な資料が豊富。
●昼食は開業31年のこだわり。フランス料理店です。　　　
●芦東山（あしとうざん）は一関市大東町に生まれ、仙台藩の儒学者として仕えました。２４年間の幽閉生活中に、
　「無刑録」という本を完成させました。
●見て、聞いて、触れて、遊び、学ぶ。「石と賢治のミュージアム」を見学。

②「どぶろく」（アルコール）が苦手な方にはソフトドリンクをご用意いたします。　
③昼食はメイン料理がサーロインステーキですが、お肉の苦手な方には魚料理
　 へ変更いたします。お申込時にお申し出ください。

食事
AA0115 盛岡駅西口＝＝＝雪谷川ダムフォリストパーク・軽米（下車）＝＝＝二戸市内（昼食）　 朝；ー

8:00
二戸市シビックセンター（下車）＝＝＝瀬戸内寂聴記念館（下車）＝＝＝不動の滝 昼；〇

（下車）＝＝＝盛岡駅西口 夕；ー
17:30

AA0116 盛岡駅西口＝＝＝道の駅遠野風の丘（下車）＝＝＝福泉寺（下車）＝＝＝遠野 朝；ー
9:00

ふるさと村（昼食・見学）＝＝＝伝承園（下車）＝＝＝遠野城下町資料館・ 昼；〇

とおの物語の館（下車）「郷土料理とどぶろく飲み放題＆夜神楽鑑賞」＝＝盛岡駅西口 夕；つまみ

                19:25
AA0117 盛岡駅西口＝＝＝大籠キリシタン殉教公園（下車）＝＝＝レストランあさひや（昼食） 朝；ー

8:30
芦東山記念館（下車）＝＝＝石と賢治のミュージアム（下車）＝＝＝達谷窟毘沙門堂 昼；〇

（下車）＝＝＝盛岡駅西口 夕；ー
17:30

①県北コース
５月11日（火）

②遠野コース
５月１６日（日）

③県南コース
５月１９日（水）

月日（曜） 行　　　程

旅行代金（A) １２，０００円 １８，０００円 １３，０００円
旅行代金への支援額（B) ５，０００円 ５，０００円 ５，０００円

運行バス会社 岩手県交通または岩手県北自動車
ご旅行代金に含まれるもの 全行程貸切バス乗車代、昼食代、行程表記載の入場料・拝観料、他諸税

その他ご注意事項

お支払い実額（お一人様）

① ② ③

お支払い実額（A-B） ７，０００円 １３，０００円 ８，０００円

募集人員 各コース20名様（催行最少人員15名）　
添乗員 同行いたします。

食事条件 朝食0回、昼食１回、夕食0回

　５月　　岩手県内日帰りツアー

旅行期間
①　5月11日（火）　県北コース　雪谷川ダムフォリストパークチューリップ園観覧　　
②　5月16日（日）　遠野コース　遠野観光と「郷土料理とどぶろく＆夜神楽鑑賞」　
③　5月19日（水）　県南コース　一関市を再発見！！昼食はフランス料理



６月８日（火）　　
２０名様（催行最少人員1５名） 　 同行いたします。
朝食0回、昼食１回、夕食0回

ご旅行代金に含まれるもの 全行程貸切バス乗車代、昼食代、行程表記載の入場料・拝観料、他諸税
・雪の上を歩きますので、なるべく長靴をご用意ください。
・大豆を使用いたします。アレルギーの方のご参加はご遠慮ください。お持ち帰りは
　衛生面を考慮し原則ご遠慮ください。
・箸の絵付け体験では漆を使用しますので、肌に漆が付くとかぶれる恐れがあります。
　服装については汚れても良い格好でお願いします。（衣類に漆がつくと洗濯しても落ちません。）
　絵付けの漆が乾燥するまでに時間が必要なため、４週間後に発送となります。

～ツアーのおすすめポイント～
●「八幡平ドラゴンアイ」は八幡平の頂上付近にある鏡沼が雪解け、限られた時期にだけ見られる神秘の
　　景色。まるで龍の眼のように見えることから「ドラゴンアイ」と呼ばれています。八幡平自然散策ガイドが同行。
●「豆腐づくり」はざる豆腐・寄せ豆腐の２種体験。体験後、昼食としてお召し上がりください。
●安比塗漆器工房で世界で一つだけの箸を作ってみませんか？

食事
AA0119 盛岡駅西口＝＝＝八幡平頂上「ドラゴンアイ」（下車）＝＝＝ホテル安比グランド　 朝；ー

8:00
「豆腐作り体験」（昼食）＝＝＝安比塗漆器工房「箸の絵付け体験」（下車）＝＝＝ 昼；〇

道の駅にしね（下車）＝＝＝盛岡駅西口 夕；ー
17:20

２０名様（催行最少人員1５名） 　 台温泉　やまゆりの宿
朝食１回、昼食２回、夕食１回

ご旅行代金に含まれるもの 全行程貸切バス乗車代、昼食代、行程表記載の入場料・拝観料、他諸税
その他ご注意事項 雪の上を歩きますので、なるべく長靴をご用意ください。

～ツアーのおすすめポイント～
●花巻市では宮沢賢治を知ることが出来る童話村や記念館を巡ります。
●「八幡平ドラゴンアイ」は八幡平の頂上付近にある鏡沼が雪解け、限られた時期にだけ見られる神秘の
　　景色。まるで龍の眼のように見えることから「ドラゴンアイ」と呼ばれています。八幡平自然散策ガイドが同行。
●小岩井農場ではファームトラクターライド。トラクターがけん引する手づくりの客車に乗って非公開エリア
　　などを専任ガイドがご案内。
　※添乗員同行

食事
AA0120 釜石駅＝＝＝北上市立鬼の館（下車）＝＝＝利根山光人記念美術館（下車）＝＝＝ 朝；ー

8:15
北上市内（昼食）＝＝＝花巻市博物館（下車）＝＝＝宮沢賢治童話村（下車）＝＝ 昼；〇

宮沢賢治記念館（下車）＝＝＝台温泉　やまゆりの宿 夕；〇
      17:00

台温泉　やまゆりの宿＝＝＝八幡平頂上「ドラゴンアイ」（下車）＝＝＝小岩井農場 朝；〇
8:15 昼；〇

「貸切ファームトラクターライド」（昼食）＝＝＝釜石駅 夕；ー
    17:15

月日（曜） 行　　　程

６月９日（水）

６月１０日（木）

食事条件 運行バス会社 岩手県交通または岩手県北自動車

ご旅行代金
（お一人様）

２名１室 １名１室
４９，０００円 ５８，０００円

６月８日（火）

６月　　岩手県内宿泊ツアー
釜石発　北上・花巻を巡り「八幡平ドラゴンアイ」・小岩井農場で自然の満喫

旅行期間 ６月９日（水）～１０日（木）　２日間　　
募集人員 宿泊先

食事条件 運行バス会社 岩手県交通または岩手県北自動車

その他ご注意事項

月日（曜） 行　　　程

６月　　岩手県内日帰りツアー
「八幡平ドラゴンアイ」を見て、豆腐作りと安比塗の箸の絵付け体験

旅行期間 ご旅行代金 １７，０００円
募集人員 添乗員



２０名様（催行最少人員1５名） 　 台温泉　やまゆりの宿
朝食１回、昼食２回、夕食１回

ご旅行代金に含まれるもの 全行程貸切バス乗車代、昼食代、行程表記載の入場料・拝観料、他諸税
その他ご注意事項 雪の上を歩きますので、なるべく長靴をご用意ください。

～ツアーのおすすめポイント～
●「八幡平ドラゴンアイ」は八幡平の頂上付近にある鏡沼が雪解け、限られた時期にだけ見られる神秘の
　　景色。まるで龍の眼のように見えることから「ドラゴンアイ」と呼ばれています。八幡平自然散策ガイドが同行。
●「サラダファーム」、「盛岡市動物公園」で動物とふれあいましょう。
●花巻ではなかなか見学できない「同心屋敷」や大迫郷土文化保存伝習館で早池峰岳神楽の映像を
　　ご覧ください。
　※添乗員同行

食事
AA0121 久慈駅＝＝＝八幡平頂上「ドラゴンアイ」（下車）＝＝＝サラダファーム（昼食）＝＝ 朝；ー

8:15 昼；〇
盛岡市動物公園（下車）＝＝＝台温泉　やまゆりの宿 夕；〇

17:00
台温泉　やまゆりの宿＝＝＝同心屋敷（下車）＝＝＝るんびにい美術館（下車）＝ 朝；〇

9:00
早池峰と賢治の展示館（下車）＝＝＝花巻市内（昼食）＝＝＝大迫郷土文化保存 昼；〇

伝習館（下車）＝＝＝道の駅はやちね（下車）＝＝＝久慈駅 夕；ー
17:20

２０名様（催行最少人員1５名） 　 休暇村陸中宮古
朝食１回、昼食２回、夕食１回

ご旅行代金に含まれるもの 全行程貸切バス乗車代、昼食代、行程表記載の入場料・拝観料、他諸税
龍泉洞は10℃前後の気温です。羽織る物をお持ちください。床が濡れている所、急傾斜の階段が

あります。

～ツアーのおすすめポイント～
●「くずまきワイン工場」を見学後、試飲やお買い物をお楽しみください。
●１日目の昼食は平庭高原で短角牛ハンバーグをお召し上がりください。
●４月２２日にグランドオープンした「道の駅たのはた」でお買い物。
●宿泊の休暇村陸中宮古では夕食は三陸ウニざんまい会席。朝食はバイキングで瓶ドンや煮干しラーメンなど
　　ご用意。
●三陸鉄道のお座敷列車で特製握り三鉄寿司をご用意。海の景色を見ながらのんびりと。
　※添乗員同行

食事
AA0122 盛岡駅西口＝＝＝くずまきワイン工場（下車）＝＝＝平庭山荘（昼食）＝＝＝ 朝；ー

9:00 昼；〇
龍泉洞（下車）＝＝＝道の駅たのはた（下車）＝＝＝休暇村陸中宮古 夕；〇

17:00
休暇村陸中宮古＝＝＝浄土ヶ浜（下車）＝＝＝宮古市魚菜市場（下車）＝＝＝ 朝；〇

10:00
宮古駅＝（三陸鉄道）＝久慈駅＝＝＝久慈市もぐらんぴあ水族館（下車）＝＝＝　 昼；〇
11:35 13:25
盛岡駅西口 夕；ー

17:10

月日（曜） 行　　　程

６月２５ 日（金）

６月２６日（土）

食事条件 運行バス会社 岩手県交通または岩手県北自動車

その他ご注意事項

ご旅行代金
（お一人様）

和室・２名１室 和室・１名１室
４８，０００円 ５１，０００円

６月１２日（土）

くずまきワイン工場見学と三陸鉄道プレミアムランチ列車

旅行期間 ６月２５日（金）～２６日（土）　２日間　　
募集人員 宿泊先

ご旅行代金
（お一人様）

２名１室 １名１室
４６，０００円 ５５，０００円

月日（曜） 行　　　程

久慈発　「八幡平ドラゴンアイ」・動物とふれあい、花巻を巡る

旅行期間 ６月１１日（金）～１２日（土）　２日間　　
募集人員 宿泊先
食事条件 運行バス会社 岩手県交通または岩手県北自動車

６月１１日（金）


