日本ワインを愛する会 ワイナリーツアー2016 in 北東北

北東北三県(青森,秋田,岩手）の9つのワイナリー
と11のぶどう畑を4日間でめぐります。先日の日本ワ
インコンクールで金賞を受賞した、サントリー「津軽
ソーヴィニヨン・ブラン 2015」の契約畑や、（オプ
ションでは）同じくピノノワールとしてはコンクール史
上初の金賞を受賞した「Ryo Classic2014」をつくっ
た本州最北端ワイナリーも訪問。北東北は、葡萄の
収穫時期が遅く、たわわに実る葡萄を見ることがで
きます。タイミングが合えば収穫体験ができるか
も！大自然に広がる葡萄畑や北東北の人々のワイ
ンへの情熱を感じていただけたら嬉しいです。もちろ
ん、東北の旬の食もご一緒にお楽しみください！
京都大学文学部卒業。知性・品格・遊
び心の三拍子揃った俳優として幅広
いジャンルで活躍中。食通、ワイン通と
しても知られ、日本ソムリエ協会名誉ソ
ムリエ、日本ワインを愛する会副会長
のほか、海外のワイン騎士団からも
数々の騎士号を贈られている。
自ら企画した『辰巳琢郎の葡萄酒浪
漫』(BSジャパン)は11年目に突入。著
書に『辰巳ワイナリー』、『ゼロから始め
るワイン入門』他多数。

■訪問ワイナリー(ぶどう畑)【訪問順】
鶴田町 葡萄畑
①
② 青森県 弘前市 サントリーの契約葡萄畑、
ダ・サスィーノ
1
日 ③
大鰐町 下北ワインの醸造所
目
小坂町 葡萄畑
④
秋田県
鹿角市 このはなワイナリー
⑤
大迫町 高橋葡萄園、ワイナリー
⑥
2 ⑦ 岩手県 大迫町 エーデルワイン、葡萄畑
日
紫波町 紫波ワイナリー
目 ⑧
⑨ 青森県 八戸市 ﾜｲﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・葡萄畑
3 ⑩
野田村 葡萄畑、野田村ワイナリー
日
岩手県
葛巻町 くずまきワイン、葡萄畑
目 ⑪
※オプショナルナルツアーで訪問↓
Ｏ
青森県 むつ市 下北ワイン、葡萄畑
Ｐ ⑫

【企画】株式会社タクスオフィス
http://www.takusoffice.jp/
【協力】日本ワインを愛する会
【手配運営】株式会社バリューシフト 〈青森県知事登録旅行業第3-149号〉 http://www.value-shift.com/
【旅行主催】株式会社ワイバード
〈観光庁長官登録旅行業 第1834号〉 http://www.ybird.jp/

ツアー内容のご案内
■コースと参加費：

〈おひとり様の料金：ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ同額/税込〉

基本プラン3日間コース
2016年10月6～8日
48,000円
オプショナルツアー追加代金
2016年10月8～9日
20,000円
八戸ワシントンホテル延泊代金 10/8延泊(オプション不参加の場合) 7,000円
※現地集合解散型のツアーとなります。現地までの交通手段は各自でご手配をお願い致します。
※最少催行人数は、基本プランは18名、オプショナルツアーは15名となります。
日付

行程

ホテル

食事

■基本コース【参加費48,000円】 <シングル・ツイン同額：1名様料金>
辰巳琢郎さんがプロデュースした、北東北(青森、秋田、岩手）の９つのワイナリーと１１のぶどう畑を3日間で効率よくめぐる
ハイライトコースです。アットホームな雰囲気のツアーで交流も広げていただきながら、東北の旬の食とワインをご堪能下さい。

【ご集合：①9:30:青森空港===②10:00新青森駅】

1
日
目

===【見学】鶴田の葡萄畑===【見学】弘前の葡萄畑===【昼食・試飲】
ホテルガーデン 朝：×
弘前「Pizzeria DA SASINO]===【見学】大鰐「下北ワイン醸造工場」
かわむら 昼：実費
10/6 (木) ===【見学】小坂町の葡萄畑===【見学】鹿角このはなワイナリー………
(秋田県鹿角)
夕：ﾎﾃﾙ
【宿泊ホテル】
【夕食】ホテルで秋田名物きりたんぽパーティー

2
日
目
3
日
目

朝:鹿角出発===【見学】高橋葡萄園＆ワイナリー===【見学・昼食】大
10/7 (金) 迫町エーデルワイン===【見学】紫波ワイナリー===【見学】八戸南郷地
区の葡萄畑====【宿泊ホテル】
朝:八戸出発===【見学】野田村ワイナリー===【昼食】三陸鉄道（お座
敷列車内〈予定〉）===【見学】くずまきワイン、くずまき森林の収穫
10/8 (土) 祭===17:40八戸駅

八戸
朝：ﾎﾃﾙ
ワシントン
昼：実費
ホテル
夕：実費
(青森県八戸)

-

朝：ﾎﾃﾙ
昼：実費
夕：×

※「くずまきワインと秋の味覚の夕べ」参加＆八戸泊のオプションあり

日付

行程

ホテル

食事

■オプショナル【追加代金20,000円(税込)】 ※辰巳さんは朝市まで参加される予定です。
八戸にもう1泊し、「Ryo Classic2014」をつくった広大な美しい葡萄畑が広がる本州最北端ワイナリー「下北ワイン」も訪れ
ます。また、日曜の早朝だけ開かれる世界最大級の巨大朝市「八戸館鼻岸壁朝市」(3万人300店が集う)もご案内致します。
<15名様以上のお申し込みで催行致します>

3
日
目

4
日
目

【夕方の「くずまき森林の収穫祭」までは基本コースと同じ行程】
10/8 (土)

10/9 (日)

………「くずまきワインと秋の味覚の夕べ」（会費5,000円のところ、ツ
アー参加者）は無料ご招待===夜：八戸ワシントンホテル帰着(連泊)

八戸
朝：ﾎﾃﾙ
ワシントン 昼：実費
ホテル
夕：実費

7:00八戸ワシントンホテル出発===【見学】八戸館鼻岸壁朝市(各自で朝食とお買い
物)===【見学】下北ワイン===【昼食】===夕方：八戸駅着（三沢空港）〈予定〉
※帰着時間などは参加希望の皆様の帰りの交通手段を伺いながら調整致します

朝：×
昼：〇
夜：×

■宿泊ホテル情報(連絡先)
ホテル名

住所

ホテルガーデンかわむら 秋田県鹿角市花輪字下花輪２４
八戸ワシントンホテル

青森県八戸市十三日町7

電話番号
0186-222600
0178-463111

ホームページ
http://www.garden-kawamura.co.jp/
http://www.hachinohe-wh.co.jp/

ツアー参加申しみに際してのご案内
・このツアーは旅行業法にもとづく募集型企画旅行です。下記の旅行条件書（要旨）をご確認ください
・本ツアーの企画は辰巳琢郎さん(タクスオフィス)、手配運営は㈱バリューシフトが担当しております
・現地集合解散型ツアーです。集合解散前後の現地までの交通手配は各自でお願い致します。
・食事代は1日目夕食と2・3日目朝食のみ参加費に含みます。その他は実費精算となります。
・ご不明な点は、下記の連絡先までお気軽にご連絡下さい（不在時はメッセージをお残し下さい)
【連絡先】㈱バリューシフト 担当：外和 信哉（そとわ しんや）
TEL：090-1253-7798 FAX：03-4333-7411 Mail：shinya.sotowa@value-shift.com
旅行条件書(要旨)
（旅行業法第12条４に定める取引条件の説明書面です。旅行契約が締結されたときは同法第12条５に定め
る契約書面の一部となります。）
（１） 募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社バリューシフトの協力で株式会社ワイバード(以下「当社」という)が実施する旅行
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を結ぶことになります。旅行契約の
内容・条件は、旅行条件書による他、パンフレット、ＨＰ、旅行日程表及び当社旅行業約款（募集型企画
旅行契約の部）（以下「約款」という。）によります。
（２） 旅行のお申し込み及び契約の成立
お申し込みは、電話、ファクシミリ、インターネット等でも承ります。予約の時点では旅行契約は成立して
おりません。当社がお客様に対してお送りするご請求書(兼確認書)に記載されたお支払い期限までに、
ご旅行代金のお振込みがない場合、予約はなかったものとします。旅行契約は、当社が契約の締結を
承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
（３） 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
契約書面は、募集広告、パンフレット、ホームページ等及び旅行条件書で構成されます。最終旅行日程
表(確定書面)は遅くとも旅行開始日の5日前までにお渡しします。
（４） 旅行代金に含まれるもの
旅行日程表に明示した次の経費：運輸機関の運賃、送迎・移動バス等の料金、宿泊料金、税・サービス
料、食事代金、添乗員経費(但し同行の場合)。
（５）旅行代金に含まれないもの
コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電信電話代、その他個人的な事
由による費用。希望者のみが参加するオプショナルツアー料金など。
（６） 旅行契約の解除
①お客様は別途コース案内に明記された取消料を支払うことにより、旅行契約を解除出来ます。
②参加者の人数があらかじめ記載した最少催行人員に満たないときは、旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行中止を通知致します。その際は通知日から7日以内に
旅行代金を全額返金申し上げます。
（７）当社の免責事項
当社は、天災地変(台風・地震等を含む)、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等、当社が関与し得ない事由によるお
客様の損害には責任を負いません。
（８）旅程保証
当社は、旅程で次の事項に重要な変更が生じた場合は約款の規定により旅行代金の1～5％の変更保
証金を支払います。 ① 旅行開始日・終了日 ②宿泊施設の種類又は名称の変更

【別表】取消料の規定
旅行開始前日から起算
取消料金
取消料の割合

20日前
9/15 ～
11,000円
20%

7日前
9/28 ～
16,500円
30%

（標準旅行業約款にもとづく）
前日
10/5 ～
22,000円
40%

10/6 旅行開始前
27,500円
50%

当日
旅行開始後または無連絡不参加
55,000円
100%

■旅行企画実施：株式会社ワイバード 〈観光庁長官登録旅行業 第1834号〉
総合旅行業務取扱管理者 山本 幸正
■企画運営：株式会社バリューシフト 〈青森県知事登録旅行業第3-149号〉
総合旅行業務取扱管理者 外和 信哉

■参加申込書■

(下記事項をメールやFAXなどでお知らせください。折り返しご連絡させて頂きます）

お名前
（ふりがな）

年齢

お申込み人数

歳

性別

男

タバコ

喫煙

・

女

同行者の
お名前

名様

ご住所
お電話番号
（携帯）
ご希望の
集合場所

メールアドレス
（又はFAX番号）
①青森空港9:30

②新青森駅10：00

部屋タイプ

ｼﾝｸﾞﾙ or ツイン

or 禁煙

（当日の遅延情報などを確認して、ご集合時の参考にさせていただき
ます）

往路の交通手段
★10/8：八戸ワシントンホテル延泊希望
【1泊7千円(朝食付）〈シングルﾂｲﾝ同額】

有 or 無

★10/8－9：オプショナルツアー参加希望【２万円：15人以上で催行】

有 or 無

帰路の交通手段

(オプショナルツアーでの帰着時刻などの参考にさせていただきます)

その他、ご連絡欄

■ご集合時の交通情報

【青森空港】 10/6(木)9:30 1階 案内所周辺にご集合
出発地
東京（羽田空港）
名古屋(小牧空港)
大阪（伊丹空港）

青森空港着
9:10
8:25
9:25

発時刻
7:55
7:05
7:55

便名
JAL141便
ＦＤＡ361便
JAL2151便

【新青森駅】10/6(木) 10：00 新幹線改札周辺にご集合
出発地
新青森駅着 発時刻
列車名
東京駅から
9:50
6:32
はやぶさ1号
※新青森駅へは青森空港でお客様をご案内した後に向かいます。

■青森空港ご集合：9:30
【1階国内線到着ロビー案内所周辺】

■新青森駅ご集合場所：10：00
【新幹線改札口周辺 観光案内所前】

【お問合せ先】株式会社バリューシフト
電話：090－1253－7798

ＦＡＸ：03-4333-7411

担当：外和(そとわ）
メール：shinya.Sotowa@value-shift.com

