
　５）無連絡の不泊 旅行代金の100％ 旅行代金の100％ 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

※この旅行は、手配旅行契約となります。

　３）前日の解除 旅行代金の50％ 旅行代金の50％ 旅行代金の50％ 旅行代金の50％

　４）当日の解除 旅行代金の50％ 旅行代金の100％ 旅行代金の100％ 旅行代金の50％

　１）3日目にあたる日以前の解除 無料 無料 無料 旅行代金の20％

　２）2日目にあたる日の解除 旅行代金の30％ 無料 旅行代金の50％ 旅行代金の20％

　　自慢の大浴場・露天風呂でゆったりとしたひとときを。

契約解除の日（宿泊日の前日からさかのぼって） ホテル羅賀荘 三陸花ホテルはまぎく ホテル鹿角 ホテルアップルランド

≪ご利用期間≫　2020年10月1日～12月30日の宿泊（12月31日チェックアウトまで）

チェックイン

チェックアウト

13:00

10:00

（通常15:00）※到着後13:00よりご昼食、昼食後13:30以降にお部屋ご案内となります。

　　　　　　　　※ホテル鹿角は10月1日～12月27日の宿泊（12月28日チェックアウトまで）となります。

●取消料のご案内（お客様のご都合により取消となる際は下記の取消料および当社の取消手続手数料がかかりますので、ご了承下さい。）

●基本代金　※旅行代金は裏面をご確認ください。

三八五観光ではホテルでゆっくりと滞在をしていただきたい１泊３食プラン（夕朝食＋1日目の昼食）をご用意いたしました。

たまには自粛による体や心の疲れを近くの温泉でゆっくりと休めてみませんか。おすすめの４つのホテルよりお選びください。

   （岩手県田野畑・三陸復興国立公園）

　　眼前に広がる太平洋・砂浜の浪板海岸は絶景、取れたての海の幸でおもてなしいたします。

　　太平洋を望む展望浴場からの漁り火の灯り、三陸の新鮮な食材をお楽しみください。

 　                                            　

　 （岩手県大槌・三陸復興国立公園）

　 （青森県平川・南田温泉）津軽平野のまんなか、東に八甲田山、西に岩木山の眺望と、

　　特産のりんごを利用した風呂や料理が自慢のホテルです。

　　　🍎プラン特典🍎　青森県産りんごをお一人様に1個プレゼント！

   （秋田県鹿角・大湯温泉）

　　開湯800年の歴史をかぞえる大湯温泉のリゾートホテルです。

1、この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。

２、旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。旅行代金に応じた地域共通クーポンは9月以降付与される予定です。

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が、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」をお支払いいただくこととなります。 なお、お取消の際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。

お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込み下さい。



●基本代金（お一人様）※旅行代金には諸税・サービス料が含まれています。

【特定日】10月17日～11月3日の期間の宿泊は下記の料金となります。　　

≪ご利用期間≫　2020年10月1日～12月27日の宿泊（12月28日チェックアウトまで）

●基本代金（お一人様）※旅行代金には諸税・サービス料が含まれています。

≪ご利用期間≫　2020年10月1日～12月30日の宿泊（12月31日チェックアウトまで）

●基本代金（お一人様）※旅行代金には諸税・サービス料が含まれています。

≪ご利用期間≫　2020年10月1日～12月30日の宿泊（12月31日チェックアウトまで）

¥14,250 ¥13,150

¥2,000 ¥2,000

ホテル鹿角

平日料金 休前日料金

¥6,100 ¥5,300 ¥5,000

　　地域共通クーポン

¥11,200 ¥10,500 ¥10,500

≪ご利用期間≫　2020年10月1日～12月30日の宿泊（12月31日チェックアウトまで）

　　お支払い実額（Ａ－Ｂ） ¥10,850 ¥9,800 ¥9,100 ¥9,100 ¥12,350

¥5,600

　　地域共通クーポン ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥2,000 ¥2,000

¥16,100 ¥16,100

　　旅行代金の支援額（Ｂ） ¥5,800 ¥5,200 ¥4,800 ¥4,800 ¥6,500 ¥6,000 ¥5,600

1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用

　　旅行代金（A） ¥16,650 ¥15,000 ¥13,900 ¥13,900 ¥18,850 ¥17,200

なんと！1泊3食料金 1室1名利用 1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用 1室1名利用

【特定日】平日料金 【特定日】休前日料金

●基本代金（お一人様）※旅行代金には諸税・サービス料が含まれています。

【特定日】10月14日～11月7日の期間の宿泊は下記の料金となります。　　　

1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用

　　旅行代金（A） ¥18,550 ¥16,350 ¥15,250 ¥14,150 ¥20,550 ¥18,350

¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

¥13,900

　　旅行代金の支援額（Ｂ） ¥5,000 ¥4,400

なんと！1泊3食料金 1室1名利用 1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用 1室1名利用

¥17,250 ¥16,150

ホテルアップルランド

¥6,400 ¥6,000 ¥5,600　　旅行代金の支援額（Ｂ） ¥6,400 ¥5,700 ¥5,300 ¥4,900 ¥7,100

¥9,350 ¥8,550

¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

　　お支払い実額（Ａ－Ｂ）

　　旅行代金の支援額（Ｂ） ¥6,500 ¥5,300 ¥4,600 ¥4,200 ¥7,300

【特定日】平日料金 【特定日】休前日料金

なんと！1泊3食料金 1室1名利用 1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用 1室1名利用

1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用

　　旅行代金（A） ¥15,550 ¥13,350 ¥12,250 ¥11,150 ¥17,550 ¥15,350

1室4名利用

平日料金 休前日料金

¥9,800 ¥9,100 ¥9,100

なんと！1泊3食料金 1室1名利用 1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用 1室1名利用 1室2名利用

　　お支払い実額（Ａ－Ｂ） ¥9,450 ¥8,400 ¥7,700 ¥7,700 ¥10,850

¥4,800

　　地域共通クーポン ¥2,000 ¥2,000

三陸花ホテルはまぎく

¥4,000 ¥4,000 ¥5,800 ¥5,200 ¥4,800

1室3名利用

平日料金 休前日料金

　　旅行代金（A） ¥18,700 ¥15,400 ¥13,200 ¥12,100 ¥20,900

なんと！1泊3食料金 1室1名利用 1室2名利用 1室3名利用

¥3,000 ¥2,000 ¥2,000

1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用

¥11,700 ¥11,700 ¥16,650 ¥15,000

なんと！1泊3食料金 1室1名利用 1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用 1室1名利用

¥13,900

平日料金 休前日料金

¥10,550

¥3,000 ¥2,000

　　お支払い実額（Ａ－Ｂ） ¥12,150 ¥10,650 ¥9,950 ¥9,250 ¥13,450 ¥11,950 ¥11,250

　　地域共通クーポン ¥3,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥3,000 ¥3,000

　　旅行代金（A） ¥14,450 ¥12,800

¥10,150 ¥8,750 ¥8,050 ¥7,250 ¥11,450 ¥10,050

¥6,100 ¥5,300 ¥4,900 ¥4,600

　　地域共通クーポン ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥3,000

　　旅行代金の支援額（Ｂ） ¥5,400 ¥4,600 ¥4,200 ¥3,900

¥7,900 ¥13,600 ¥11,500 ¥10,100 ¥9,300

1室2名利用 1室3名利用 1室4名利用

¥17,600 ¥15,400 ¥14,300

1室4名利用 1室1名利用

¥2,000 ¥3,000 ¥3,000

¥2,000 ¥2,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

　　お支払い実額（Ａ－Ｂ） ¥10,100 ¥7,900 ¥7,200 ¥6,500 ¥11,500 ¥9,300 ¥8,600 ¥7,900

　　お支払い実額（Ａ－Ｂ） ¥12,200 ¥10,100 ¥8,600

¥14,300 ¥13,200 ¥12,100

　　旅行代金の支援額（Ｂ） ¥5,300 ¥4,200 ¥3,800 ¥3,400 ¥6,100 ¥5,000

　　旅行代金（A） ¥15,400 ¥12,100 ¥11,000 ¥9,900 ¥17,600

¥4,600 ¥4,200

　　地域共通クーポン ¥2,000

ホテル羅賀荘


