
モニタープランだから

こその手頃感！

ワークの時間も

しっかり確保!

大自然に囲まれた

裏磐梯の魅力

2 0 2 1年 2月 9日 (火 ) ~ 2 月 1 2日 (金 ) 

株式会社ＪＴＢ
観光庁長官登録旅行業64号　（一社）日本旅行業協会正会員　ボンド保証会員
住所：東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル26階

観光庁長官登録旅行業第64号　(一社)日本旅行業協会正会員
住所：東京都新宿区西新宿2‐1‐1 新宿三井ビル26階

ご旅行代金

●旅行代金に含まれるもの●

宿泊施設 裏磐梯レイクリゾート

29,800円 ~39,800円
　　　　　　　　　　　　（現地集合/解散プラン）

旅行期間

宿泊代（3泊4日間）・毎朝食/夕食・ワークスペース
利用料・交流会参加費用（飲み放題付き）
※往復交通（東京駅発着高速バス）が
含まれたプランもございます。※料金表参照
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裏磐梯レイクリゾートは国立公園内に位置しており、
一年を通じて四季折々の表情を見せる大自然を満
喫いただけます。日本百名山の一つ、磐梯山を望み、
眼下には桧原湖が広がります。見るたびに様々な色
彩を織り成すことで有名な五色沼へは徒歩3分、各
アクティビティやスキー場へのアクセスも抜群です。

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1171-1
電話番号：0241-37-1111
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裏磐梯高原は日本屈指の自然景観を有す
る高原リゾート地。多種多様なアクティビティ
が楽しめることはもちろん、地元の旬の食材
や源泉かけ流しの天然温泉など魅力が満載。
仕事の疲れを癒し明日への活力を養います。

ワークの時間がしっかり確保されたモニタープラ
ンで日常業務への負担を最小限に。客室の
プライベートスペースの他にカフェ・コワーキング
スペースがありグループワークも可能、全館wi-
fi完備など快適な仕事環境が整っています。

ワーケーション導入をご検討中のご担当者様に
ご参加いただくモニターツアーだからこそ実現で
きる、コンパクト且つ良いとこ取りの3泊4日。
実態が分からずいきなりの導入が難しいと言
われているワーケーションを気軽に体験できます。

グリーンシーズンの裏磐梯

2/11(木)
は祝日！

旅行企画
・
実施

観光庁長官登録旅行業64号　（一社）日本旅行業協会正会員

必見!

お問い合
わせ先

株式会社ＪＴＢ　新宿第二事業部
住所：東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル26階
TEL/FAX
担当
営業時間
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1日の過ごし方　モデルプラン

早起きして散歩に出かけよう！

交流会に参加！

12:00　【休憩】ホテル到着、カフェにてランチ

14:00　【仕事】オリエンテーションに参加。充実のワーケーション
プランを計画！

コワーキングスペースとして使える展望ラウン
ジからは白銀の桧原湖が一望。大自然を
感じながらのお仕事で身も心もリフレッシュ。
普段思いつかない発想を掻き立ててくれる
かも？

18:00　【夕食】仕事終了。ホテル自慢のバイキングでお腹を
満たそう。

20:00　【フリー】バー＆プレイスポットで夜も楽しもう！

21:00　【フリー】満天の星空を眺めながら「黄金の湯」で日
頃の疲れを癒そう。

ワークの1日/ワーク＆バケーションの1日

07:00　【フリー】朝風呂から始動。昨夜と違う白銀の世界が
目の前に。

08:00　【朝食】お好きなものをお好きなだけ！バイキングで1日
の英気を養い仕事へ。

09:00　【仕事】コワーキングスペースや部屋にて。

13:00　【ランチ】ホテル内カフェにて。

14:00　【仕事or遊び】コワーキングスペースや部屋にて。又は
各種アクティビティをお楽しみ！

18:00　【夕食】懇親会に参加！同僚や他企業、地元の
方々と夜をお楽しみ。

20:00 休日前、バーにて晩酌

ワーク

アクティ
ビティ

交流会

アクティ
ビティ

フリー

勤務日

祝日

大自然に囲まれて！1日ワークの日

非日常の休日を楽しむ贅沢な1日

9:00 コワーキングスペースやお部屋にて

18:00

7:00

フリー

フリー

20:00

10:00

8:00

約50種類の豊富なメ
ニュー！地元の料理を楽
しみながら、同僚や他企
業の方々との貴重な意
見交換。遊ぶだけじゃな
い、がワーケーションの素
晴らしさ。（飲み放題
90分付き！）

充実した1日は朝の時間から。五色沼徒
歩3分の好立地で仕事前の体験もリッチに。
仕事への英気を養おう。

ビリヤード、ダーツ、
シュミレーションゴル
フなど、夜を

楽しむ大人のプレイス
ポットも充実。帰りを
気にせず思う存分楽
しんで。

優雅な休日の始まりは、、、

白銀の景色を眺めながらの源泉かけ流し露天風
呂「黄金の湯」で1日をスタート。休日の朝は
ゆっくりとホテル自慢のバイキングを楽しんで。アク
ティビティ前の腹ごしらえもバッチリ。

充実のアクティビティを楽しもう！

大自然の裏磐梯は、冬のアクティビティも充実。
豊富な積雪量と上質な雪で日本有数のスノーリ
ゾート地としても知られています。個性豊かな近隣
8つのスキー場でのスキー・スノーボード、桧原湖の冬
の風物詩「ワカサギ釣り」、幻の黄色い滝「イ
エローフォールツアー」など盛りだくさんなラインナップ
です。（※現地にてお申し込み・お支払い）

1日中動いた後は贅沢なリラクゼーション

冷えた体を温泉で温めよう。保湿効果が高く湯
冷めしにくい猫魔温泉の湯は美肌効果が期待で
きる天然の保湿成分を多く含む「天然の化粧
水」。エステ・マッサージと合わせた極上の時間で
休日の締めくくり。
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日付 行程（往復バス） 行程（現地集合/解散） 食事

2／9
（火）

移動
＆

ワーク

【集合】東京駅鍛治橋駐車場

8:50発　　　　　　　　　　　  14:00着予定
東京駅=======途中休憩2回=======裏磐梯レイクリゾート着

【集合】各自、現地にて

朝：×

昼：×

夕：○

チェックインは15:00より可能です。
チェックインまでの時間は先にお荷物をお預けいただき、カフェやコワーキングスペースにてワークを行えます。

チェックイン後オリエンテーション（施設案内＆過ごし方のご紹介など）。
アクティビティセンターにて各種アクティビティのご予約・ご相談を承ります。

残りの時間はお部屋やカフェ、コワーキングスペースにてワーク
【猫魔温泉／裏磐梯レイクリゾート　泊】

2／10
（水）
ワーク

各自、お部屋やカフェ、コワーキングスペースにてワークの一日

18:00～地元企業も交えた意見交換会を開催します。
（裏磐梯のご紹介、ワーケーションセミナーなど、詳細は現地にてご案内いたします。）※１

【猫魔温泉／裏磐梯レイクリゾート　泊】

朝：○

昼：×

夕：○

2／11
（木）
祝日

各自、冬だからこそ満喫できるアクティビティをお楽しみください！
　スキー・スノーボード、ワカサギ釣り、イエローフォールツアー、スノーシューウォークツアー　などなど

【猫魔温泉／裏磐梯レイクリゾート　泊】

朝：○

昼：×

夜：○

2／12
（金）

ワーク
＆
移動

各自、お部屋やカフェ、コワーキングスペースにてワーク
チェックアウトは13:00までにお済ませください。 朝：○

昼：×

夜：×

13:30発　　　　　　　                   18:30着予定
裏磐梯レイクリゾート=======途中休憩2回=======東京駅着

【解散】東京駅八重洲口

チェックアウト後の時間はカフェやコワーキングスペース
にてワークを行えます。

【解散】各自、現地にて

ー行程表・募集要項ー

ー募集要項ー

日付 行程 食事

2／9
（火）

【集合】東京駅鍛治橋駐車場

08：50発　　　　　　　　　　　　　　14：00着予定
東京駅=====途中休憩2回=====裏磐梯レイクリゾート着
・ご到着後チェックイン。その後オリエンテーションを開催。
施設案内（コワーキングスペース、カフェ、バーなど)＆過ごし方の
紹介。
滞在期間中の各種アクティビティのご予約を承ります。

【猫魔温泉／裏磐梯レイクリゾート　泊】

朝：×

昼：×

夕：○

2／10
（水）

【オプション】早朝のアクティビティ※1日目にお申込みください。
各自、ワーク＆バケーションをお楽しみください。
★地元企業も交えた意見交換会、裏磐梯のPR、ワーケーショ
ンセミナーなどを開催します！

【猫魔温泉／裏磐梯レイクリゾート　泊】

朝：○

昼：×

夕：○

2／11
（木）

各自、アクティビティをお楽しみください！

【猫魔温泉／裏磐梯レイクリゾート　泊】

朝：○

昼：×

夜：○

2／12
（金）

チェックアウト13時

13:30発　　　　　　　　　　　　　　18：30着予定
裏磐梯レイクリゾート=====途中休憩2回======東京駅着

【解散】東京駅八重洲口

朝：○

昼：×

夜：○

2 0 2 1 年 2 月 9 日 ( 火 ) ~ 2 月 1 2 日 ( 金 )

添乗員・ガイド

旅行期間

旅行代金

宿泊施設

含まれるもの

募集人員

食事

利用バス会社

注意事項

26,800 円（往復バスプラン・2名1室利用）
シングル利用の場合お一人様追加料金：8,000円／新幹線利用の場合お一人様追加料金：2,000円

裏磐梯レイクリゾート

【①②③④】宿泊代（3泊4日間）・毎朝食/夕食・コワーキングスペース利用料（wi-fi無料）
 ・2/10交流会参加費用（飲み放題付き）【②④のみ】東京駅発着往復交通（高速バス）

40名程度（最小催行人員：10名）

同行・乗務いたしません朝：3回　昼：0回　夜：3回

◆共通
・（※１）交流会不参加をご希望の方は、お申し込み時にお申し付けください。（返金はございません。）
・朝食はバイキング、夕食はバイキング又は和定食となります。
・昼食は旅行代金に含まれておりません。各自負担となります。
・チェックアウト後、モニターツアーに関してのアンケート（A4一枚）のご協力をお願いいたします。その謝礼として現地にて粗品をお渡しいたします。
◆②④往復バス付プラン
・他のお客様と混乗になる場合があります。
◆アクティビティに関して
・現地でのお申込み、お支払いとなります。また、天候・気象状況により中止となる場合があります。

申し込み方法

会津乗合自動車

株式会社ＪＴＢ　新宿第二事業部　営業第四課
TEL：03-5909-8114／FAX：03-5909-8139
担当：鶴山・服部（営業時間：平日9:30-17:30［土日祝日休業］）
Mail：h_tsuruyama005@jtb.com /a_hattori087@jtb.com
総合旅行業務取扱管理者：藤井 隆元

左記宛先へ
ご参加希望の旨お問い合わせください。

料金表 2名1室利用 1名1室利用

現地集合/解散 ① 29,800 ③ 39,800

宿泊＋往復バス（東京駅発着） ② 34,800 ④ 44,800

募集締切 2021年 1月 14日 (木)

記入例：======= バス

【②④のみ】東京駅発着往復交通（高速バス）

お申し込み方法詳細は、
別途お電話・メール等でご案内いたします。

総合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、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

〔3泊4日〕	



旅行条
件

 
＜旅行条件(要約)＞　必ずお読みください

◆お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込ください。
 
 
l  募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB 新宿第二事業部（東京都新宿区西新宿2‐1‐1 新宿三井ビル26階　 観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」とい
う）が企画・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。ま
た、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しするご旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称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。
l  旅行のお申し込み及び契約成立時期
1)  所定の申込宛先へ所定の事項をメール・お電話・ファックス等にて、お申し出ください。
2)  旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
3)  申込金：3,000円
l  旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携
カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、
お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
l  取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載されている金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日 取消料（お一人様）

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 無料

2．20日目にあたる日以降の解除（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．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の　100％

l  旅行代金に含まれるもの
1)  各旅行日程およびご案内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、入場料・拝観料等及び消費

税等諸税。
2)  添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
3)  パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
l  旅行代金に含まれないもの
上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。
1)  超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。
2)  空港施設使用料等（パンフレット等に明示した場合を除きます）。
3)  クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
4)  ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。
5)  運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）。
6)  自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
l  特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型
企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金
又は見舞金を支払います。
•  死亡補償金：1,500万円
•  入院見舞金：2～20万円
•  通院見舞金：1～5万円
•  携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品１個又は1対あたり10万円を限度とします。）
l  「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下
「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
1)  契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（E-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様

に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
2)  与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し

受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
l  国内旅行保険への加入について
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が
大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入する
ことをお勧めします。詳細については、お問合せください。
l  事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知ください。
（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
l  個人情報の取扱について
1)  当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と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、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を
担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパン
フレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便
名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。

2)  当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、
お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を
当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

3)  その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い
合せ窓口は次の部署となります。
株式会社JTB お客様相談室　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11　
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

l  旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2020年12月1日を基準としています。又、旅行代金は2020年12月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
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