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平成２３年６月１０日

がんばろう東北！がんばろう日本！ 東北復興支援ツアー

『東北新幹線はやぶさ号に乗って

       わさおに会いに行こう青森・弘前2日間』を発売

（株）日本旅行(本社：東京都港区､社長：丸尾和明)は東北復興支援ツアー『東北新幹線はやぶさ号に

乗ってわさおに会いに行こう青森・弘前2日間』を発売致します。2011年3月に公開された映画『わさお』

のロケ地｢青森県鯵ヶ沢町｣を訪ね、その主演を務めた話題のブサかわ犬｢わさお｣に会いに行き、記念撮影

もしていただけます。なお、当ツアー代金の３％相当額を日本赤十字社を通じて被災地の方々にお届け致

します。

詳細は以下の通りです。

１．商品名とコース名

赤い風船『東北新幹線はやぶさ号に乗ってわさおに会いに行こう青森･弘前２日間』

２．設定出発日と募集人員

①出発日：２０１１年７／２１(木)、２３(土)、３０(土)の限定３本 ＊いずれも添乗員同行

②募集人員：各回４５名様（最少催行人員８名様）

３．義援金

お申込み頂いたご旅行代金の３％相当額を義援金として日本赤十字社を通じて寄付し、東北復興支援

を致します。

４．商品内容

①ツアーポイント

・往路は東北新幹線はやぶさ号を利用します（復路ははやて号）。

・話題の青森駅前ベイエリアを巡ります。

・映画『わさお』のロケ地、青森県鯵ヶ沢町を巡ります。

・『映画｢わさお｣ロケ地を旅するハンドブック』付。

・わさおのいる｢きくや商店｣を見学します（１グループに１杯、名物の｢いか焼き｣付）。

・わさおと記念撮影が出来ます（※わさおの体調により中止となる場合があります）。

・各出発日、８名様より出発保証の添乗員同行プランです。

・旅行代金の一部をわさおのエサ代として寄付いたします。

②設定ホテル

鯵ヶ沢高原温泉：ナクア白神ホテル＆リゾート（洋室２～３名１室）

５．旅行スケジュールと旅行代金一例

日次 行  程 食事

１

東京(上野･大宮)8:00～9:00発→【東北新幹線はやぶさ号・普通車指定席】→新青森駅→

【貸切バス】→青森駅<自由行動>→きくや商店<わさおと記念撮影※>→鯵ヶ沢高原温泉

18:30頃着<宿泊>

－

－

夕

２

ホテル9:00頃発→【貸切バス】→映画｢わさお｣ロケ地めぐり→海の駅｢わんど｣→青森・青

森自然公園ねぶたの里<昼食>→弘前城→新青森駅→【東北新幹線はやて号･普通車指定

席】→(大宮･上野)東京20:00～21:00着

朝

昼

－

  ※体調により中止となる場合があります。

株式会社日本旅行 広報室
〒105-8606 東京都港区新橋2-20-15

           新橋駅前ビル1号館

TEL 03-3572-8180 FAX 03-3289-5466
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＜旅行代金例（お一人様当たり）＞

○７／２１出発、東京発、３名１室利用の場合：大人３５,８００円、小人(6～11才)３３，８００円

６．発売日時

２０１１年６月１７日（金）１４時より店頭発売

※２０１１年６月１０日（金）よりＷＥＢ上（当社ホームページ）にて先行発売

７．ホームページ商品ＵＲＬ

http://www.nta.co.jp/akafu/wasao/

                         
                                         

以 上

★｢わさお｣について

秋田犬には珍しいライオンのようなフサフサ

（わさわさ）の毛を纏ったわさお。青森県鯵ヶ

沢町に住む｢わさお｣のブサイクながらも愛く

るしい仕草がブログによって瞬く間に全国区

の人気となり、数々のテレビ番組や雑誌で紹介

され、２０１１年３月５日にはついに映画デビ

ューを果たしました。

★｢わさお｣プロフィール

   生年月日＝不明（推定４才）

性別＝オス

犬種＝長毛秋田犬（推定）

形態＝毛がふさふさ

特徴＝つぶらな瞳

所在地＝青森県西津軽郡鯵ヶ沢町

好きな事＝母さんと散歩

好きなもの＝母さんの軽トラ

嫌いなもの＝よその軽トラ

好きな食べ物＝タラの干物、ハム



記念撮影も

OK!
映画「わさお」の
ロケ地へ 散歩はいつも

軽トラックで♪

添乗員同行プラン
8名様より出発保証

エスコートプラン
コースコード 3310297

お申込は出発の7日前までお申込みOK!!
（該当日が土曜・休日の場合、その前日の平日までとなります）
※取扱はお申込店舗、利用プラン・施設により異なります。

旅行代金には諸税・サービス料等が含まれています。

日本を元気に、
　 旅で笑顔に。

2011

出発日限定
木 土 土21 23 307/

わさおに会いに
行こう

35,800円～42,800円

東北新幹線

日間
2青森・弘前

お申込みいただいた本旅行代金の3%相当額が
日本赤十字社を通じ被災地の方々へ届けまれます。

青
森
駅

今話題の青森駅
新スポットへ!!

イメージAK

イメージAK

イメージAK イメージAK

イメージAK

A-FACTORY

A-FACTORY

ねぶたの家
ワ・ラッセ

ねぶたの家 ワ・ラッセ

わさおプロフィール
生年月日／不明（推定4才）
性別／オス
犬種／長毛秋田犬（推定）
形態／毛がわさわさ
特徴／つぶらな瞳
所在地／青森県西津軽郡
鰺ヶ沢町
好きな事／母さんと散歩
好きなもの／母さんの軽トラ
嫌いな物／よその軽トラ
好きな食べ物／タラの干物、
ハム

2・3名1室の場合

おひとりさま
1冊付！

映画「わさお」
ロケ地を旅する
ハンドブック
旅行代金の一部をわさおのエサ代として寄付いたします。

旅行代金に
含まれます。

※「ねぶたホール・歴史ゾーン入場」はおとな600円、高校生450円、
　小中学生250円を別途お支払いください。

はやぶさ号に乗って



63-2297
11-0235

東北新幹線はやぶさ号に乗って

●お渡しの際のご注意：列車名を確認後、時刻表で
発着時刻を確認しお渡し願います。

共通のご案内－必ずお読みください－

日
程
表

日本旅行・日旅サービス・日旅OMC
提携販売店様
トラベリンク設置提携販売店様

イントラ
対応支店より送付
対応支店より送付

● ：日程表の対応は下記の通りとなります。

●JR券のお渡しについて

日程表について
販売店の皆様へ

販売店

マークの見方
風情ある露天の湯でのんびり
おくつろぎください。

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

2011年6月12011年6月1日

11.4月改訂

●道路交通法改正に伴う弊社安全基準の見直しにより幼児（3～6歳未就学児）もバス座席を確保しての参加を義務
付けさせていただいています。それに伴い幼児料金の扱いが以下のとおり変更となります。

＊バス座席を確保して有料で参加の幼児の場合、ツアー中のバス座席以外の（食事・宿泊・JR座席など）の提供はご
ざいません。

＊旅行中の食事など、すべてのサービスの提供を希望される方は「こども代金」にてお申込みください。
＊2歳までの幼児は、基本的に保護者との相席となります。バス座席使用を希望される場合は「幼児代金」にてお申込みください。
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̶

夕

̶

朝

̶

昼

あじがさわこうげんおんせん

ひろさきじょう

東京（上野・大宮）駅

（大宮・上野）東京駅

鯵ヶ沢高原温泉

★弘前城（60） 新青森駅

＊海の駅「わんど」

●スケジュール

注 はやぶさ号乗車は往路のみとなります。

●出発日と旅行代金（おひとり様）

新青森駅 青森駅〈自由行動　　　　（150）〉自由昼食

鯵ヶ沢高原温泉［泊］

＊は下車観光またはショッピング、★は入場観光をします。（　）内は観光時間の目安です。（単位：分）

※わさおの体調により中止となる場合があります。

ほたてをはじめ海鮮をふんだんに使った郷土料理「むつ湾の膳」をご用意

2011年3月に公開された
映画「わさお」ロケ地めぐり（90）
〈町立病院（車窓）、高台、焼いか通り、鯵ヶ沢漁港（車窓）〉

新幹線はやぶさ号

普通車指定席

普通車指定席

新幹線はやて号

■募集人員／各回45名様
■最少催行人員／8名様(おとな2名様以上でお申込みください)
■添乗員／ 1日目東京駅より2日目東京駅まで添乗員が同行しお世話いたします。催行確定後、取消等により参加人員が2～7名様となった
場合は、添乗員は同行しますが、タクシー利用となる場合があります。添乗員はお客様と同じ宿に宿泊しない場合があります。

◆ご案内
　※グリーン車利用の設定はありません。
　　発着駅は往路・復路共、同一駅でのご利用となります。また同グループのお客様全員同一駅発着でのご予約となります。
　　（同グループ内で異なる駅での乗下車はできません）
　※バス車内は禁煙となります。車内での喫煙はご遠慮ください。
　※道路交通法改正に伴う弊社安全基準の見直しにより幼児（3～6才未就学児）もバス座席を確保しての参加を義務付けさせていただいています。

手7コースコード（B券） 3310297-001

●こども（6～11才）代金は3名以上1室（おとな2名以上）の場合にのみ適用
されます。
●こども（3～5才）代金は一律12,000円（バス代と諸経費のみ含まれます）
【予約：幼児欄入力】JR座席をご利用する場合は、こども（6～11才）代金での
ご予約となります。

●お  部  屋
　洋室風呂トイレ付
　（2～３名１室）
●夕食場所
　レストラン
　（津軽山海バイキング）
●朝食場所
　レストラン
　（和洋バイキング）
●幼児
　０～３歳無料

ナクア白神ホテル＆リゾート
日本海を一望できる高原のロケーション。
温泉大浴場、露天風呂も完備。

鯵ヶ沢
高原温泉

あじがさわ

夕食バイキングイメージ 客室一例

露天風呂

出発日 3名1室 2名1室 こども（6～11才）

7月21日（木）

7月23日（土）・30日（土）

35,800 37,800 33,800

39,800 42,800 36,800

単位：円

（8：00～9：00発）

（9：00頃発）

（20：00～21：00着）

（18：30頃着）

【わさおのいる「きくや商店」見学・
わさおと写真撮影（90）】

★わさおに会う（90）

「往復の発着駅」は必須選択にて
ご指定ください。
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東京駅発のお客様
当日集合時お渡し

途中駅乗車のお客様
日程表にて確認

●幼児：乳幼児で食事・寝具を利用されない場合の施設使用料（ただし記載の
料金以外にも施設にて朝食代等別途お支払いいただく場合があります。）

施設情報の見方

お風呂に温泉を利用しています。（施設により「加水」「加温」「循環」
「消毒殺菌」等の処理や「入浴剤」を使用していることがあります）

＊は車観光又はショッピング、★は入場観光。（  ）は観光時間の目安
※天候や交通事情、運送機関の遅れにより行程が一部、短縮、変更、削除される場合が有ります。

※赤い風船では、各施設からの情報提供を基に、
　下記によりマーク表記を行っています。

わさおに会いに行こう青森・弘前 日間
2

きくや商店名物
「いか焼き」を
1グループに1杯付
※旅行代金に含まれます。

2011年1月、ベイエリアに誕生したねぶた
の家ワ・ラッセやA-FACTORYなどでお楽し
みください。昼食は古川市場の「のっけ丼」が
おすすめ。（お客様各自負担）

青森・青森自然公園ねぶたの里  昼食 （60）
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