
ほほ やや女　川女　川
20182018年年77月月1414日日～～1515日日 女川駅 11:05 集合

復興のフロントランナーと呼ばれる女川町。駅から
海に向かって広がる商業エリアは街歩きが楽しめる
ようになりました。今が旬のホヤを通して女川の今
を見て、感じて、味わって見ませんか？

と共に生きる
旅

7月14日7月 14日

11:02
11:30
12:00

13:30
15:30
16:00
16:20
18:00
20:00

女川駅着　駅前集合（徒歩 15分桟橋へ）
女川港出航　出島へ
海中貯蔵日本酒引上げ
ほや収穫、船上ほや捌き体験
昼食+島のお母さんとの交流
出島出航
女川港着（徒歩 15分ホテルへ）
ホテルエルファロ　チェックイン
夕食　（ドリンク有料）
解散　女川の夜を楽しむ

7月 15日7月 15日

9:00
9:10

11:30
12:00
13:00

ホテル出発
語り部ガイドによる講話
ほや料理教室（ほやキムチ）
ほやちんこ体験
昼食　特製ほや釜飯
記念撮影　解散
駅前散策をお楽しみください

代金に女川駅までの往復交通費は含まれません。

募集人員　30名（最小催行人数 20名）
募集締切　7月 1日（日）15:00 まで

お問い合わせ、お申込みは
Web お問い合わせフォーム
http://www.onagawa.org/contact/

Tel 0225-54-4328 9:00~17:00

特製ほや釜飯特製ほや釜飯

女川湾
クルージング
女川湾
クルージング

伝説のマシン！
ほやちんこ体験
伝説のマシン！
ほやちんこ体験

ほや料理教室ほや料理教室

水揚げ見学水揚げ見学

駅から徒歩一分
ホテルエルファロ
でゆったり

駅から徒歩一分
ホテルエルファロ
でゆったり

穫ったどー
ほや収穫体験
穫ったどー
ほや収穫体験

船上ほや捌き体験船上ほや捌き体験 熟成日本酒と
楽しむほや
熟成日本酒と
楽しむほや

海中熟成酒 1本のお土産付き海中熟成酒 1本のお土産付き

女川限定ラベル『あたごのまつ』女川限定ラベル『あたごのまつ』

協力　ほやほや学会

24,80024,800円税込大人

小人 20,000円（小学生以下）

大人のお客様へのみのお渡しとなります。

動きやすい服装でお越しください。
宿泊はツインで相部屋になります、ご夫婦、ご友人
等の相部屋希望の方は予めお申し付けください。
女川町のホヤの認知度向上の為女川町とほやほや学
会で記録を取り活用させて頂きます。またマスコミ
取材が入る場合もございますのでご了承ください。



ほやと共に生きる旅
宮城県女川町

一般社団法人女川町観光協会　主催
宮城県知事登録旅行業地域 -３７５号

浜の水揚げから捌き体験、
そして爆食パル～

女川駅前商業エリアは開業から２年が過ぎ、 新たに地元市場ハマテラスも大盛況！駅周辺は２６店舗が営業

しています。 自慢の海の幸はもちろんのこと、 色鮮やかなスペインタイル、 話題のダンボルギーニ、 女川地

ビール、 自然素材によるオーガニック石鹸など、 楽しいお店がいっぱい！！皆様をお待ちしております！

日時 ・ 場所 2018 年 7 月 14 日 （土） ・ 15 日 （日）
 女川駅前　11:05 集合

参加費用 24,800 円 （税込み）
 ※女川駅までの往復交通費は含まれません。
 車での現地参加も可能です。

募集人員 30 名 （最小催行人数 20 名）
 ※申込み多数の場合は先着順となります。

申込み方法 女川町観光協会へお申し込みください。
 Web お問い合わせホーム
 http://www.onagawa.org/contact/
 Tel 0225-54-4328 9:00~17:00

主催　一般社団法人女川町観光協会
 〒986-2261　宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原 479-20　SG-7-1
協力　ほやほや学会

お申し込みのご案内 
( お申し込みいただく前に、 この旅行条件とご注意を必ずお読みください ) 
※詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、 事前に確認の上お申込みください。
1. 企画旅行契約 
この旅行は、 一般社団法人女川町観光協会 ( 宮城県牡鹿郡女川町女川浜
字大原 479-20　SG-7-1 宮城県知事登録旅行業 地域 -375 号 )( 以下「当社」
といいます ) 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」 といいます ) を締結する
ことになります。 
2. 旅行のお申込み及び契約の成立 
(1) お申込書に所定の事項を記入し、 お申込金を添えてお申込みいただきま
す。 お申込金は、 「旅行代金」 または 「取消料」 「違約料」 の一部として
取扱います。 
(2) 当社は、 電話、 郵便、 ファクシミリその他の通信手段 ( 以下 「電話等」
という ) による旅行契約の予約のお申込みを受付けることがあります。 この
場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起
算して 3 日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。 この期間
内にお申込書とお申込金を提出されない場合は当社は予約はなかったもの
として取扱います。  
(3) 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、 お申込金を受領したときに成
立するものとします。 
3. 旅行代金のお支払い  
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 10 日目にあたる
日より前にお支払いいただきます。
4. 旅行代金に含まれるもの  
旅程に明示した運送機関の運賃、 宿泊費、 食事代、 旅行取扱料金及び消
費税等諸税。 ( コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含
みません。 ) 
5. お客様による旅行契約の解除  
お客様は、 下記に定める取消料をお支払いいただくことにより、 いつでも旅
行契約を解除することができます。 

6. 旅行内容の変更 
当社は旅行契約の締結後であっても、 天災地変•気象条件、 運送 · 宿泊
機関等のサービス提供の中止、 当初の運行計画によらない運送サービス
の提供、 官公署の命令など、 当社の関与し得ない事由により、 パンフレッ
トに記戟した旅行日程に従った旅行の安全且つ円滑な実施が不可能とな
り、 または不可能となる恐れがきわめて大きい場合は当該旅行の実施を
取り止めるか、 またはお客様にあらかじめ速やかに当該串由が当社の
関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、 旅
行日程、 旅行 サービスの内容その他、 旅行契約の内容を変更すること
があります。 但し、 緊急の場合においてやむを得ないときは、 変更後
に理由をご説明致します。 
7. 旅行代金の変更 
(1) 当社は利用する運送機関の適用運賃 ・ 料金が、 著しい経済情勢の変
化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、 その範
囲内で旅行代金を変更することがあります。 その場合は、 旅行出発日
の前日からさかのぼって起算して 15 日目にあたる日より前にお客様にそ
の旨を通知します。 
(2) 前項の事由により旅行内容を変更したことによって旅行の実施に要する
費用が増加するときは、 運送•宿泊機関等が当該サービスの提供を行って
いるにもかかわらず、 運送 ・ 宿泊機関等の座席、 部屋その他の諸設備
の不足が発生したことによるものを除き、 その範囲内において旅行代金を
変更することがあります。 
(3) 旅行内容が変更され、 旅行実施に要する投用が減少したときは、 当
社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 
8. 保険について 
保険に加入希望の方は、 別途お申込みください。 
9. 旅行条件 ・ 旅行代金の基準  
この旅行条件は平成３０年４月１日現在を基準としております。 旅行代金
は平成３０年４月１日現在の有効な運賃 ・ 規則を基準として算出しておりま
す。
総合旅行業務取扱管理者とは、 お客様の旅行を取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ご不明な点があれば、 ご遠慮な
く取扱い管理者にお尋ね下さい。 

取消日

取消料

出発

20-10 日前

出発

9-7 日前

出発

6-2 日前

出発

前日 ・ 当日

旅行開始後

無連絡不参加

旅行代金の

20%

旅行代金の

30%

旅行代金の

40%

旅行代金の

100%

旅行代金の

100%

女川町公式キャラクター

シーパルちゃん


