
電話
予約制

夏のゆりてつツアーとは
由利高原鉄道が自社のバスを使って自
信をもってお届けする日帰りのツアー
です。秋田市または由利本荘市発着
で、事前に電話でお申込みいただく形
になっています。春夏秋冬と年4回魅
力ある商品をお届けします。

秋田発 大人（小人同額） 由利本荘発 大人（小人同額）

秋田発 由利本荘発

出発日

まいーれ 9,400円 8,400円

募集人員／22名　　食事／昼食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代・まいーれ入場料
最少催行人員／12人

行
程
表

秋田駅東口7：50発	＝＝＝	羽後本荘駅09：04発	＋＋＋＋	矢島駅
09：43着	＝＝＝	民俗芸能伝承館「まいーれ」10：30より鑑賞	＝
＝	鳥海荘（昼食）	＝＝＝	天鷺村（見学・買物）	＝＝＝	秋田駅東口
15：20頃着	＝＝	羽後本荘駅16：20頃着
※	出演団体　杉沢比山（山形県遊佐町）屋敷番楽（由利本荘
市）本海獅子舞番楽八木山講（由利本荘市）

民俗芸能伝承館
「まいーれ」

本年4月にオープンした施設の定期公演

2017年 7月16日㊐発伝統芸能

秋田発 由利本荘発

出発日

《イメージ》

募集人員／各回22名　　食事／昼食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代・アイスクリーム作り体験代　　
最少催行人員／12人

秋田発 大人 由利本荘発 大人

7,100円 6,100円
小人 6,000円 小人 5,000円

行
程
表

秋田県庁発6：50	＝＝	秋田駅東口発7：00	＝＝＝	羽後本荘駅発
8：00	＝＝	矢島駅（説明）	＝＝	立石河川敷（カブト虫探し・ウォー
キング）10：00発	＝＝	花立クリーンハイツ（アイスクリ－ム作
り・昼食）	＝＝	車両基地見学13：54＋＋＋（おばこ号）＋＋＋	羽後
本荘駅14：35	＝＝＝	道の駅岩城	＝＝＝	秋田駅東口16：00頃着	
＝＝	秋田県庁16：10頃着

カブト虫博士に何でも教わろう。アイスクリーム作りも

2017年
7月27日㊍、31日㊊発

わくわく「カブト虫」

夏休み親子研究

出発日

《イメージ》

2017年 8月5日㊏発

行
程
表

矢島駅15：50発	＋＋＋＋	前郷駅	＝＝＝	南由利原16：50頃着
羽後本荘駅15：50発	＋＋＋	前郷駅	＝＝＝	南由利原16：50頃着
〈石原洵子の歌謡ショーなどをお楽しみください〉
南由利原発20：30発	＝＝＝	矢島駅21：00頃着
南由利原発20：30発	＝＝＝	羽後本荘駅21：00頃着

募集人員／各27名　食事／おつまみ・飲物付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・おつまみ・飲物代　　最少催行人員／各15人

矢島発 羽後本荘発
歌謡ショーと花火をお楽しみください

祭

由利原まつり（由利町）

 3,000円
矢島発・羽後本荘発ともに大人（小人同額）

観覧席を用意します

秋田発

出発日

一関市が誇る国内最大級の

《イメージ》

募集人員／22名　　食事／なし　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代　　最少催行人員／12人

行
程
表

秋田県庁9：30発＝秋田駅東口9：40発＝一関文化センター
12：00頃着〈全国地ビールフェスティバルをお楽しみください〉
一関文化センター15：00発	＝＝	秋田駅東口17：20頃着	＝＝	
秋田県庁17：30頃着
※地ビール・おつまみ共通チケット制　綴券	2,000円（別料金）

2017年 8月19日㊏発

地ビールフェスタ
（一関）

イベント

 9,500円秋田発 大人
（小人同額）

秋田発 由利本荘発

出発日

秋田発 大人（小人同額） 由利本荘発 大人（小人同額）

《イメージ》 9,500円 8,500円

募集人員／22名　　食事／昼食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代　　最少催行人員／12人
※ご朱印帳及び押印・揮毫料は旅行代金には含んでいません
※	希望者先着5名様には特製出羽富士鳥海山行脚ご朱印帳を1冊2千円で
販売します

行
程
表

秋田県庁7：30発＝＝	秋田駅東口発7：40＝＝	羽後本荘駅8：40
発＝＝	松葉寺	＝＝	海禅寺＝＝	鳥海山大物忌神社吹浦口の宮＝
＝	山居倉庫（昼食・見学）	＝＝	龍頭寺…鳥海山大物忌神社蕨岡
口の宮＝＝	道の駅象潟ねむの丘＝＝	羽後本荘駅16：50頃着＝＝	
秋田駅東口17：50頃着＝＝	秋田県庁18：00頃着

2017年 7月17日㊊㊗発

遷座祭りに合わせ5回で満願となるツアーです

第１回 出羽富士鳥海山
行脚ご朱印ツアー

御朱印

秋田発

出発日

《イメージ》元滝

募集人員／22名　　食事／昼食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代・白瀬南極探検記念館入場料　　
最少催行人員／12人

行
程
表

秋田県庁7：30発	＝＝＝＝＝＝＝	秋田駅東口7：40発	＝＝＝＝＝＝＝	
白瀬南極探検記念館（見学）	＝＝＝＝＝＝＝	元滝（見学）	＝＝＝＝＝	
土田牧場（昼食）	＝＝＝＝＝	花立高原牧場（買物）＝＝＝＝	矢島駅
14：46発	＋＋＋＋＋	羽後本荘駅15：27頃着	＝＝＝＝＝	秋田駅東口
16：30頃着	＝＝＝＝＝	秋田県庁16：40頃着

さわやかな鳥海高原と由利高原鉄道の旅

白瀬南極探検記念館・
元滝と土田牧場

2017年
７月２７日㊍、８月９日㊌発観光

秋田発 大人 秋田発 小人

9,500円 8,500円

秋田発 由利本荘発

出発日

道の駅にしめ

素敵な賞品を当てよう

募集人員／22名　　食事／昼食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代　最少催行人員／各12人
※スタンプ帳はご用意いたします

行
程
表

秋田県庁8：30発＝＝	秋田駅東口8：40発＝＝	羽後本荘駅9：40発＝
西目潟干拓記念碑＝＝＝	道の駅にしめ＝＝＝＝	山田合戦の跡＝＝＝	
水辺プラザ＝＝	龍源寺＝＝	やさい王国＝＝	まいーれ＝＝	羽後本荘駅
14：50頃着＝＝	秋田駅東口15：50頃着＝＝	秋田県庁16：00頃着
※赤字はスタンプ設置個所　スタンプラリーは小学生以下のお子様が対象です

こども歴史スタンプラリー①

2017年 8月8日㊋発夏休み親子研究

7,000円 6,000円
小人 4,000円 小人 3,000円

秋田発 大人 由利本荘発 大人

出発日

現代に甦る歴史絵巻

《イメージ》

由利本荘発 矢島発 鳥海町発

2017年 8月25日㊎発

募集人員／22名　　食事／なし　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代　　最少催行人員／12人

行
程
表

羽後本荘駅7：00発	＝＝＝	矢島駅7：40発	＝＝＝	鳥海町8：00発	
＝＝＝＝＝	新庄駅9：30着

〈新庄まつりをご堪能ください〉
新庄駅発11：30	＝＝＝	鳥海町13：00頃着	＝＝＝	矢島駅13：20
頃着	＝＝＝	羽後本荘駅14：00頃着

祭

新庄まつり（山形県）

 6,500円
由利本荘発 大人（小人同額）

出発日

《イメージ》

募集人員／22名　　食事／なし　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代　　最少催行人員／12人

2017年 7月21日㊎発

伝統と迫力の土崎曳山まつりを堪能しよう

 5,500円
矢島・由利本荘発 大人（小人同額）

行
程
表

矢島駅10：50発	＝＝＝＝＝＝＝		羽後本荘駅11：30発	＝＝＝＝＝＝＝	
土崎港12：30頃着

〈曳山まつりをご堪能ください〉
土崎港発17：00	＝＝＝＝＝＝＝＝	羽後本荘駅18：00頃着	＝＝＝＝＝
＝＝	矢島駅18：40頃着

矢島発

土崎曳山まつり

祭
由利本荘発

秋田発

出発日

《イメージ》飛島

募集人員／各回22名　　食事／昼食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代・船舶代・ガイド代
最少催行人員／12人
このツアーは鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会からの補助金を受けて実施されます

行
程
表

秋田県庁6：30発	＝＝＝	秋田駅東口6：40	＝＝＝	酒田港9：00発
～～～飛島（勝浦港）10：15着……島内散策………沢口旅館
（昼食）……島内散策……飛島（勝浦港）15：45～～～酒田港
17：00発	＝＝	秋田駅東口19：00頃着	＝＝	秋田県庁19：10頃着
	 ※飛島島内はジオガイドがご案内します

酒田港よりジオパーク認定の飛島日帰りツアー

飛島日帰りの旅

ジオツアー
2017年
７月２８日㊎、８月３日㊍発

 13,500円
秋田発 大人（小人同額）

秋田発 由利本荘発

出発日

水辺プラザ

行
程
表

秋田県庁8：30発＝＝秋田駅東口8：40発＝＝羽後本荘駅または
市内＝アクアパル（ボート・艇庫見学）＝＝石沢峡大滝＝＝鮎川駅
＋＋＋＋久保田駅＝＝水辺プラザ（ピザ作り体験・昼食）＝＝木在橋
下河川敷＝＝発電所＝＝法体の滝＝＝本荘マリーナ＝＝由利本荘
市内または羽後本荘駅18:00頃着＝＝道の駅岩城＝＝秋田県庁
19：20頃着＝秋田駅東口19：30頃着

清流子吉川のすべてがわかる体験型ツアー

募集人員／22名　　食事／昼食なし（作ったピザは召し上がれます）
添乗員同行　　旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・ピザ作り体験代
最少催行人員／12人

子吉川紀行（河口から源流へ）

2017年 8月11日㊎発夏休み親子研究

7,000円 6,000円
小人 4,000円 小人 3,000円

秋田発 大人 由利本荘発 大人

秋田発 由利本荘発

出発日

素敵な賞品を当てよう

《イメージ》
折渡千体地蔵

行
程
表

秋田県庁8：30発＝＝秋田駅東口8：40発＝羽後本荘駅09：40発
＝＝湯出野遺跡＝＝道の駅東由利＝＝妙慶寺＝＝天鷺村（昼食）＝＝
折渡千体地蔵＝＝道の駅大内＝＝長谷寺＝＝東光寺＝＝羽後本荘駅
15：00頃着＝＝秋田駅東口16：00頃着＝＝秋田県庁16：10頃着
※赤字はスタンプ設置個所　スタンプラリーは小学生以下のお子様が対象です

募集人員／22名　　食事／昼食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代　最少催行人員／各12人
※スタンプ帳はご用意いたします

こども歴史スタンプラリー②

2017年 8月26日㊏発夏休み親子研究

7,000円 6,000円
小人 4,000円 小人 3,000円

秋田発 大人 由利本荘発 大人

秋田発

出発日

特産品がお買い得

《イメージ》

行
程
表

秋田県庁9：00発	＝＝	秋田駅東口9：10発	＝＝	道の駅「おお
うち」9：50頃着　〈特産品である「秋田由利牛」「高山うどん」
「三角油揚げ」「スイカ」などをご堪能ください〉
道の駅「おおうち」12：30発	＝＝＝	秋田駅東口13：10頃着	＝＝＝	
秋田県庁13：20頃着

募集人員／22名　　食事／なし　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代　　最少催行人員／12人

2017年 8月27日㊐発

大内うめぇものまつり

イベント

 6,500円
秋田発 大人（小人同額）

秋田発

出発日

《イメージ》

募集人員／22名　　食事／なし　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代　　最少催行人員／12人

行
程
表

秋田県庁18：00発	＝＝＝＝＝	秋田駅東口発18：10	＝＝＝＝	岩城
みなと着19：00頃　〈日本海洋上花火をご堪能ください〉
岩城みなと発21：00	＝＝＝＝＝＝＝	秋田県庁21：30頃着	＝＝＝＝＝	
秋田駅東口21：40頃着

岩城みなとで打ち上げられる壮大な花火

2017年 7月22日㊏発

日本海洋上花火

花火

 6,800円
秋田発 大人（小人同額）

観覧席を用意します

出発日

由利本荘発矢島発 秋田発

《イメージ》

募集人員／22名　　食事／夕食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・夕食代　　最少催行人員／12人

行
程
表

矢島駅14：40発＝＝羽後本荘駅15：20発＝＝秋田県庁発16：20
発＝＝秋田駅東口16：30発＝＝砂丘温泉ゆめろん（夕食）＝＝サン
ドクラフト会場21：00＝＝秋田駅東口22：00頃着	＝＝	秋田県庁
22：10頃着＝＝羽後本荘駅23：00頃着	＝＝	矢島駅23：30頃着
※サンドクラフト会場は花火終了後に出発

砂像鑑賞とイベント及び花火

2017年 7月29日㊏発

サンドクラフト2017みたね

アート＆花火

7,400円 8,400円
小人 6,000円 小人 7,600円

秋田発 大人 由利本荘発 大人

秋田発 由利本荘発

出発日

《イメージ》

伝統の番楽と幽玄の世界

募集人員／22名　　食事／弁当付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・弁当代　　最少催行人員／12人

行
程
表

秋田県庁15：30発	＝＝＝＝＝	秋田駅東口15：40発	＝＝＝＝＝	羽後
本荘駅16：40	＝＝＝＝＝	17：30鳥海町健康広場　野外特設会場
（鑑賞）19：30	＝＝＝＝＝	羽後本荘駅20：20頃着	＝＝＝＝＝	秋田
駅東口21：10頃着	＝＝＝＝＝	秋田県庁21：20頃着

2017年 8月16日㊌発

第44回鳥海獅子祭り

伝統芸能

 7,200円
 8,200円

由利本荘発 大人
（小人同額）

秋田発 大人
（小人同額）

秋田発 由利本荘発

出発日

コスモワールド

募集人員／22名　　食事／弁当付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・弁当代・コスモワ－ルド入場料
最少催行人員／12人

行
程
表

秋田県庁14：20発	＝＝＝＝＝＝	秋田駅東口14：30発	＝＝＝＝＝＝＝	
羽後本荘駅15：30発	＝＝＝＝	南由利原コスモワールド（プラネ
タリウム・夕食弁当・望遠鏡での星空観察）＝＝＝＝＝	羽後本荘駅
18：50頃着	＝＝＝＝＝	秋田駅東口19：50頃着	＝＝＝＝＝	秋田県庁
20：00頃着

星のことはこれで詳しくなるよ

2017年 7月23日㊐発

プラネタリウムと星空観察

夏休み親子研究

5,500円 4,500円
小人 4,000円 小人 3,200円

秋田発 大人 由利本荘発 大人

秋田発

出発日

《イメージ》
画像提供：盛岡さんさ踊り実行委員会

募集人員／22名　　食事／弁当付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・弁当代・有料観覧席代金
最少催行人員／12人

行
程
表

秋田県庁13：00発	＝＝＝＝＝＝	秋田駅東口13：10発	＝＝＝＝＝＝	
さんさ踊り会場16：00頃着

〈有料観覧席からさんさ踊りをご堪能ください〉
会場発21：00	＝＝＝	秋田駅東口23：20頃着	＝＝＝	秋田県庁
23：30頃着

世界一の太鼓大パレードを有料観覧席で

2017年 8月2日㊌発

盛岡さんさ踊り

祭

 13,500円
秋田発 大人（小人同額）

有料観覧席をご用意してあります

秋田発 大人（小人同額） 由利本荘発 大人（小人同額）

秋田発 由利本荘発

出発日

野生的な囃子、優雅で美しい踊り

《イメージ》

募集人員／各22名　　食事／弁当付　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・弁当代・桟敷席代金
最少催行人員／各12人

10,500円 8,500円
行
程
表

秋田県庁16：00発＝秋田駅東口16：10発＝西馬音内17：40頃着
西馬音内20：30発＝秋田駅東口22：00頃着＝秋田県庁22：10頃着
羽後本荘駅17：00発＝＝＝	矢島駅17：40発＝＝＝	鳥海町18：00
発＝＝＝	西馬音内18：40頃着
西馬音内21：30発＝＝＝	鳥海町22：10頃着＝＝＝	矢島駅22：30
頃着＝＝	羽後本荘駅23：00頃着

秋　田　発 2017年8月17日㊍
由利本荘発 2017年8月18日㊎

西馬音内盆踊り
（羽後町）

伝統芸能

桟敷席をご用意してあります

秋田発

出発日

《イメージ》
あがりこ大王

募集人員／各回22名　　食事／昼食付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代・ガイド代
最少催行人員／12人
このツアーは鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会からの補助金を受けて実施されます

行
程
表

秋田県庁7：30発	＝＝	秋田駅東口7：40発	＝＝＝＝＝	獅子ケ鼻湿
原（約120分散策）＝＝	元滝（見学）	＝＝	にかほっと（買物）＝＝＝	
道の駅にしめ（昼食）＝＝	ハーブワールドAKITA（見学・買物）＝
＝	秋田駅東口15：50頃着	＝＝	秋田県庁16：00頃着
※獅子ケ鼻湿原はジオガイドが案内します

2017年
７月２６日㊌、８月１日㊋、４日㊎発

神秘の森獅子ケ鼻湿原樹齢300年のあがりこ大王

あがりこ大王の
獅子ケ鼻湿原

ジオツアー

 6,800円秋田発 大人
（小人同額）

出発日

《イメージ》
天空の不夜城 10,500円 11,500円

秋田発 大人（小人同額） 矢島・由利本荘発 大人（小人同額）

募集人員／22名　　食事／弁当付　　添乗員同行
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・弁当代・観覧席代
最少催行人員／12人

行
程
表

矢島駅14：40発＝羽後本荘駅15：20発＝秋田県庁発16：20発
＝秋田駅東口16：30発＝＝天空の不夜城会場17：30頃着〈目
の前を通りすぎる巨大な灯篭をご堪能ください〉会場21：00
発＝秋田駅東口22：00頃着＝秋田県庁22：10頃着＝羽後本荘
駅23：00頃着＝矢島駅23：30頃着	

日本一の高さを誇る大型灯篭

2017年 8月4日㊎発

能代七夕
天空の不夜城

祭

有料観覧席をご用意してあります

由利本荘発矢島発 秋田発

秋田発 大人（小人同額） 由利本荘発 大人（小人同額）

秋田発 由利本荘発

出発日

《イメージ》 10,000円 9,000円
行
程
表

秋田県庁7：30発	＝＝	秋田駅東口発7：40	＝＝＝＝＝	羽後本荘駅
8：40発	＝＝＝＝＝＝＝	海向寺……日枝神社……光國寺	＝＝＝＝＝＝	
八雲神社	＝＝＝＝	ホテルリッチ＆ガーデン（昼食）	＝＝	にかほっと
（買物）	＝＝＝	龍門寺	＝＝＝	長谷寺	＝＝	羽後本荘駅16：30頃着	
＝＝＝＝	秋田駅東口17：30頃着	＝＝＝＝	秋田県庁17：40頃着

2017年 8月19日㊏発

遷座祭りに合わせ５回で満願となるツアーです

第２回 出羽富士鳥海山
行脚ご朱印ツアー

御朱印

募集人員／22名　　食事／昼食付　添乗員が同行します
旅行代金に含まれるもの／貸切バス代・昼食代　　最少催行人員／12人
※ご朱印帳及び押印・揮毫料は旅行代金には含んでいません
※	希望者先着5名様には特製出羽富士鳥海山行脚ご朱印帳を1冊2千円で
販売します

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡
ししておりますので、事前にご確認の
上お申し込みください。本旅行条件書
は、旅行業法第12条の4に定める取引
条件説明書面及び同法第12条の5に定
める契約書面の一部となります。この
条件に定めのない事項は、当社旅行業
約款（募集型企画旅行の部）によりま
す。当社旅行業約款は当社ホームペー
ジからご覧いただけます。

旅行条件（要約）

旅行企画・実施

夏
の
ゆ
り
て
つ
ツ
ア
ー
お
申

込
み
か
ら
出
発
ま
で
の
流
れ

貸切列車、団体列車、
イベント列車のお問合せは
由利高原鉄道株式会社

TEL.0184－56－2736まで

貸切バスのお問合せ、運賃照会などは

由利高原鉄道株式会社貸切バス事業部まで
TEL.0184－74－3637　FAX.0184－74－3602

1．旅行代金のお支払い
	 右記をご覧ください

2．旅行契約の解除
	 お客様は、次の取消料をお支払いただくことに
より旅行契約を解除することができます。なお、
取消日とは、お客様が当社又はお申込店の営業
日・営業時間内に旅行契約を解除する旨をお申
し出いただいた日とします。

出発日の前日から起算して 取　消　料
10日目～ 8日目 旅行代金の20％
7日目～ 2日目 旅行代金の30％
前日 旅行代金の40％
旅行開始日当日 旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加 100％

由利高原鉄道株式会社
秋田県由利本荘市矢島町七日町字羽坂21-2　【営業時間】平日	9：00～ 17：00
観光庁長官登録旅行業第1976号　（一社）全国旅行業協会会員
総合旅行業取扱管理者　熊谷郁子
ホームページからこのパンフレットを確認することができます
www.obako5.com

① お電話でお申込みください　0184－56－2736（平日9：00～ 17：00）
出発日の5日前まで受付ます。ただし定員になり次第締切ます。

②
予約OKになったら3日以内に旅行代金をお振込ください（振込用紙は作成していません）
　　　旅行代金振込先　秋田銀行矢島支店　普通　321064
　　　口　座　名　義　由利高原鉄道株式会社
	 （お客様のお名前の前にご出発日を入れてください　例	０８０５ヤマダイチロウ）

③ ご出発日の7日前～ 5日前頃　代表の方に最終案内書をお送りします
（人数が最少催行人員を達せずツアーの催行を取りやめる場合は出発日の5日前までに連絡します）

④ ご出発当日集合時刻までにお集まりください

＝＝＝貸切バス　＋＋＋私鉄　～～船舶　……徒歩

TEL.0184－56－2736
FAX.0184－56－2850

旅行業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の責任者です。	 	
このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅
行業取扱管理者にお尋ねください。

【利用バス会社】由利高原鉄道株式会社

ゆりてつ
夏の

YURITETSU TOURツアー


