立寄り観光施設・温泉

申込から乗車までの流れ

庄内・最上の秋ならではの雄大な景色、歴史ある温泉や文化をバスに乗って訪ねてみませんか。
大蔵村

① 肘折温泉

最上町

② 瀬見温泉

その昔、肘を折った老僧が湯で傷を癒した
という逸 話が 伝わる肘 折 温 泉。開 湯は
1200年前の平安時代に遡ります。雪深
い里の人情と、風情溢れる旅館、滋味豊か
な料理に極上の湯。朝市のお母さんたちと
のやりとりも楽しみのひとつです。
泉質：ナトリウム– 塩化物、炭酸水素塩泉
■肘折温泉観光案内所

新庄市

■大蔵村南山451-2

■℡0233-76-2211

③ もがみ物産館（新庄駅隣接）

小国川の豊かな清流に臨む義経のロマン
薫る伝説の湯。源頼朝の追手を逃れて平
泉を目指していた義経一行が発見したとい
う伝説が語り継がれています。
泉質：塩化物泉

■瀬見温泉旅館組合

戸沢村

■最上町大堀987-15

戸沢村

■戸沢村古口86-1
■℡0233-72-2001

⑤ 川の駅 最上峡くさなぎ

鶴岡市

鶴岡市

⑧ 庄内観光物産館

■定休日／無休

⑥ 羽黒山

酒田市

■鶴岡市羽黒町手向字手向7

■℡0235-62-2355

米どころ庄内のシンボル山居倉庫。明治
26年に建てられた米保管倉庫です。NHK
の朝の連続テレビ小説「おしん」のロケーショ
ンの舞台にもなりました。白壁、土蔵づくり、
樹齢150年以上のケヤキ並木、季節ととも
に変わり、見る人を魅了します。お土産も多
数取り揃えております。

鶴岡市

■定休日／無休

⑪ 湯野浜温泉

2階海鮮どんやとびしまでは、目の前に広が
る日本海と酒田港を眺めながら、庄内浜で
とれた旬の地魚を楽しめます。おすすめは、
12～15種類のネタが自慢の海鮮丼 !! 価
格もびっくり1,000円
（税抜き）
■酒田市船場町2-5-10 ■℡0234-26-6111
■営業時間／朝の部7：00～9：00、午後の部11：00～19：00
（18：30 L.O）
■定休日／1/1、2/19

尾花沢市 ⑬ 銀山温泉
大正ロマンの郷愁を感じるノスタルジックな
街並み。ガス灯に明かりがともると一層ロ
マンチックです。温泉街を流れる銀山川の
両側には木造3階建てや4階建ての温泉
旅館が立ち並び、ジブリ映画「千と千尋の
神隠し」の世界が思い浮かびます。
泉質：ナトリウム– 塩化物、硫酸塩泉
■銀山温泉案内所

庄内平野・鶴岡市の西部、日本海に面した
海浜の温泉郷。もとの名は
“亀の湯”
と称さ
れ、天喜年間
（1053～58年）
に付近の一
漁夫が海辺で温浴している亀を見て、この
地に温泉が広まったという故事に由来しま
す。
泉質：塩化物質
■湯野浜温泉観光協会

天童市

■尾花沢市銀山新畑429

■℡0237-28-3933

①1日券か2日券か
②乗車場所と降車場所
③連絡先電話番号
④バス乗車券送付先住所
（又は、携帯電話のメールアドレス）

■鶴岡市湯野浜1-1-7

■℡0235-75-2258

⑮ 天童温泉

■天童温泉協同組合事務局
■山形県天童市鎌田1-3-38
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バス乗車券が自
宅 へ 郵 送（又 は、
携帯電話のメール
へ乗車券が添付）
される。

後日、郵送致しま
す振込用紙でお
近くの郵便局にて
お支払い下さい。

乗車当日、バス乗
車券（又は携帯の
画面）を運転手へ
見せてください。

注意事項
◦このバスに添乗員・バスガイドは付きません。

◦新型コロナウィルス感染症の拡大により、緊急事態宣言等が発出された場合は、運
行を中止する場合があります。

◦料金には、昼食代、舟下り料金、宿泊料金は含まれませんので、各自お支払いください。
◦２日券は連続した2日間に限りご利用いただけます。

最上川交通株式会社
１．この旅行は、最上川交通株式会社
（以下「当社」といいます。）
が企画作成した募集型企画旅行契約です。

当社は、気象条件・交通事情その他不可抗力による事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図る
ため、旅行日程及び旅行代金等を変更する場合があります。

2．契約の条件・内容は、本書面に記載されている条件のほか、当社募集型企画旅行契約の部（以下「当社企

9．当社の責任及び免責事項
当社は、契約の履行に当たって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠

3．お申し込み方法
当社企画旅行契約は、旅行代金を頂いた時に成立したものと致します。

舞鶴山の北に位置する天童温泉。
温泉街には三つの足湯も整備され、舞鶴
山や市内に点在する施設めぐりなどとともに、
のんびりとまち歩きが楽しめます。
四季を通して、旅の気分をやさしく包んでく
れる、旅情あふれる温泉です。
泉質：ナトリウム・カルシウム- 硫酸塩泉
■℡023-653-6146

償する責に任じます。
当社は、次に記載するような事由により損害を被られた場合は、賠償責任は負いません。

その場合会費は、旅行開始前までお支払いください。

①天災地変・戦乱・暴動

4．旅行代金の適用
参加されるお客様のうち満15歳以上は大人代金、満6歳以上満15歳未満は小・中学生代金となります。

②輸送・宿泊機関等当社以外の責めによって生じた旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
③自由行動中の事故・食中毒・盗難等。

5．旅行代金に含まれるもの
本書面記載の日程の交通費及・有料道路代び消費税等です。

10．特別補償
参加されるお客様が、ご旅行中に生命・身体及び手荷物に被られた一定の損害について、特別補償規定の
定めるところにより補償金及び見舞金をお支払いします。

6．取消料
お申し込み後、お客様の都合でお取消になる場合旅行代金に対して下記の料率で取消料をいただきます。
• 旅行開始日前から起算して

旅行条件

8．旅行日程・旅行代金の変更

このご旅行にご参加の方は、当社と企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）
を締結することになり
ます。

11．添乗業務
この旅行には添乗員は同行いたしません。

1. 出発日の11日前まで………無料
2. 出発日の10〜8日前まで …会費の20％

12．ガイド業務

3. 出発日の7〜2日前まで……会費の30％

⑨ 山居倉庫（酒田夢の倶楽）

■酒田市山居町1-1-8

⑩ さかた海鮮市場

（9：00～17：00）
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画旅行約款」といいます。）
によります。

日本海・庄内浜の新鮮な魚
介類や果物（庄内柿）
、だだ
ちゃ豆を使ったスイーツ、お
漬物や地酒など、お土産にど
れを選ぼうか迷ってしまいます。

■鶴岡市布目中通80-1 ■℡0235-25-5111
■営業時間／9：00～18：00 ■定休日／無休

■料金／2,500円
（税込）

開山は1400年以上昔。羽黒山
（標高414
ｍ）
山頂に建つ三神合祭殿は、
月山、湯殿
山、羽黒山の三神を祀るお社です。
「西の
伊勢参り」
「東の奥参り」
と呼ばれ、古くより
信仰を集めてきた出羽三山の表玄関。全
国有数の修験の山として知られ、パワース
ポッ
トとしても注目されています。

酒田市

TEL:0233-34-7051
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■℡0233-42-2123

山形の母なる川「最上川」。船頭の舟唄を
聞きながら、紅葉に染まる山々と滝を眺める
約50分の舟旅。ゆっくり流れる時をお楽し
みください。
地元戸沢産のそば粉「最上早生」
を使った
本格二八そばも美味。地元食材満載の舟
中弁当
（要予約）
もお召し上がりいただけます。

国道47号線沿いにある「最上峡芭蕉ライ
ン舟下り」の降船場です。名物のみそまん
じゅうは、船の時間にあわせて蒸かしている
ので、作りたてのあたたかいまんじゅうを食
べることができます。

■戸沢村古口字草薙1525-2 ■℡0234-57-2111
■営業時間／8：30～17：00 ■定休日／無休

最上川交通株式会社に直接電
話をかけて申し込む。

④ 最上峡舟下り

最上地方の物産・特産品がたくさんそろっ
ています。くぢらもちやお漬物、地酒「絹」や、
銘菓あじさいせんべいもお土産に人気です。
りんどうの花のエッセンスが入ったアイスも
是非食べてみて!!

■新庄市多門町1-2 ■℡0233-28-8886
■営業時間／8：30～19：00 ■定休日／無休
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この旅行にはバスガイドは同行いたしません。

4. 出発日の前日 ………………会費の40％
5. 出発日当日・旅行開始前……会費の50％
6. 旅行開始後・無連絡不参加…会費の100％

13．その他の事項については「当社募集型企画旅行約款」によります。

7．当社からの募集型企画旅行契約の解除
新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言等が発出された場合は、運行を中止する場合が
あります。

新型コロナウイルス感染症対策をいたしております。
1バス車内消毒

2乗車人数を少人数に

3バス車内滞在時間

4バス車内換気の徹底

バス車内については換気のほか、適宣、消
毒液を使用し消毒と除菌を行なっております。
※１日1回の車内消毒や
観光地で待機中に取手
や肘置きの消毒など

当面の間は三密対策で乗車人数の上限を
減少して募集を行います。
※乗車定員の
60％程度にし
て運行します。

車内時間を短く約1.5時間に1回停車して
車内滞在時間を短くします。

観光地・目的地・休息地等での待機中は、
窓開けによる車内換気を実施します。

6感染症予防の徹底

7リスク管理

8乗務員のマスク着用

当日37.5℃以上の熱がある場合にはご参加
をご遠慮いただきます。
尚熱中症に十分ご留意いただきながら、
マスクの着用にご協力をよろしく
お願いします。

各業態別ガイドライに沿ってバスのみならず、 乗務員はマスクを着用してご案内致します。
タクシー、宿泊、観光、食事においても三密 また、出発前に検温を実施し健康状態の確
リスクを下げる旅程管理を徹底します。
認を行います。

5手洗い・うがい・アルコール
消毒の励行
乗務員は手洗い・うがい・アルコール消毒を
徹底しております。また、
参加者の皆様にも、
手洗い・うがいの徹底を
お願いいたします。

企画・実施

山形県知事登録旅行業第 2-227 号

最上川交通株式会社旅行部
山形県最上郡戸沢村大字古口字真柄 2891-2
国内旅行業務取扱管理者

小林

綾

TEL.0233-34-7051 FAX.0233-34-7052

［販 売］

