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★ご予約について（仮予約含む） 

お問い合わせは、随時電話やメール等で承っておりますが、ご予約（仮予約含む）については、当方指定の予

約書へ必要事項を記入のうえご予約をお願いいたします。 

なお、仮予約の際は必ず「仮予約期限」をお示しください。 

 

★料金について 

教育旅行用冊子「南三陸町体験学習プログラム」や、「教育旅行用専用サイト」に掲載されている料金をご確認

ください。なお、教育旅行用専用サイトにて「プログラムの見積もり」や「申し込み」も可能ですので、ぜひ

ご活用ください。 

 

★送客手数料について 

送客手数料（価格の 10%分 ※割引適用の場合は割引後の価格に対しての 10%）が発生するプログラムは以

下のものに限り、且つ請求先宛名が旅行会社様のものに限ります。 

・語り部による学びのプログラム（講話+バス） 

・まちあるき語り部（団体向け） 

・モアイ色塗り体験（ミニモアイ像） 

・ロープキーホルダー作り体験 

・南三陸311メモリアルラーニングプログラム 

 

※民宿分宿プランについては、1名@375円の送客手数料となります。 

※交流型宿泊施設プランについては、1 名＠440円の送客手数料となります。 

※民泊体験については、1 名＠440円の送客手数料となります。 

※語り部プログラムはバスのみ、講話のみの場合は送客手数料を設けておりません。 

 

★旅行手配取り扱い手数料等について 

当協会が窓口となって手配に係る現地の手配や調整を一元的に実施するための手数料として頂戴いたします。 

内容 設定率 

【宿、ツアープログラム、飲食、他を複合的に手配する場合】 

・複合（2 つ目）の手配から該当。※語り部＋弁当、民泊＋漁業体験など 

・漁業体験＋BBQ の場合、同一場所の場合は該当せず。 

該当旅行代金の 8% 

【宿手配をする場合】 宿泊料金の５％ 

【バス手配をする場合】 バス料金の 10% 
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★キャンセルについて 

お客様側の都合によるキャンセルにつきましては、下記取消料を申し受けます。 

取消の時期 取消料率 

7 日前 体験料金の 30% 

前日 “  40% 

当日 “  50% 

当日無断キャンセルの場合 “  100% 

※自然災害等不可抗力によりプログラムを実施することが不可能と判断した場合は、体験受け入れを中止し、

その際は双方ともに取消料の請求はいたしません。 

※民宿分宿プランおよび交流型宿泊施設プランにおいてのキャンセル規約は各宿による。 

※南三陸 311 メモリアルラーニングプログラムにおいてはキャンセル料の設定はございません。ただし、ご予

約の取り消しおよび人数変更の際は速やかにご連絡をいただけますようお願いいたします。 

 

★精算方法 

当日現金払 もしくは 後日請求書払 

※振込先は請求書に記載いたします。 

※振込手数料はお客様ご負担でお願いいたします。 

 

★各種体験手配スケジュール・注意事項について 

主な体験について記載します。他各種体験概要については「体験学習プログラム冊子」および「専用サイト」

をご参照ください 

 

【語り部による学びのプログラム】 

※浸水エリアバス案内で利用するバスの手配は、お客様ご自身にてお願いしております。 

※浸水エリアバス案内がプログラムに含まれる場合は、バス１台につきガイド 1 名がつきますので、必ずバス     

の台数をお知らせください。 

※大口団体の場合、会場の都合により講話・バス案内を入れ替え制での提供になる場合がございます。 

なお、会場費はお客様負担となります。 

※引率の先生方の料金は頂戴しておりません。 

 

【民泊体験】 

※「各種体験実施までのスケジュール」に記載の通り、事前に名簿を提出していただきます。 

※当町の民泊体験は「海里山の暮らしを体験する」ことに重点を置いています。 

受け入れ家庭によって、農業体験、漁業体験、酪農体験、制作体験等、体験できる内容が異なりますので、

漁業体験等必ず取り入れたい場合などは、民泊体験内ではなく、地域プログラムである「海から学ぶプログ

ラム」等へお申し込みください。 

また、民泊先で体験できる内容についてお伝えすることは可能ですが、天候や子どもたちの状況等によって

体験内容に変更が出る場合もございますので予めご了承ください。 



※アレルギー情報については必ず事前に詳細をお教えください。万全な体制で受け入れを行うため、事前に民

泊受け入れ家庭へ情報を共有いたします。 

※日中、民泊家庭を巡回する場合、スタッフ一名（車両 1 台）対応の場合は無料、スタッフ 2 名（車両 2 台）

以降は有料となります。（2台目以降、1台につき5,000 円） 

※18 時~翌 9 時までの間、緊急時 24 時間体制の携帯電話を担当スタッフが所持し、民泊家庭と引率本部の調

整対応を致します。（スタッフが緊急車両を出す場合、スタッフ1名1時間につき 5,000円） 

 

【民宿分宿プラン・交流型宿泊施設プラン】 

※「各種体験実施までのスケジュール」に記載の通り、事前に名簿を提出いただきます。 

※民宿やペンションなど町内 10 軒以上ある宿泊施設に分かれて宿泊する特別プラン。 

※分宿および交流型宿泊施設プランを利用する際、引率者１名は必ず同宿をすること。（生徒のみの宿泊につい

てはお受けしません）なお、体調管理・貴重品管理・起床確認等については宿泊施設および当方では一切関

与いたしません。 

※夜間の緊急時対応は一切行いませんので、団体様にて責任を持ってご対応ください。なお、緊急時車両の準

備、対応もしておりませんので予め団体様にてご準備ください。 

※宿泊人数によっては全館貸し切り対応可能（要相談） 

※アレルギー情報については必ず事前に詳細をお教えください。万全な体制で受け入れを行うため、事前に各

宿泊施設へ情報を共有致します。 

 

【海から学ぶプログラム】 

※養殖漁場見学（漁船乗船）と、陸体験（魚の生態、養殖の仕組みなどの講話・ロープワークなど）を組み合

わせた 3 つの体験が基本となります。事前に３グループに分かれてご準備ください。 

※船ごとに定員が異なりますので、船員の指示に従ってください。 

※乗船の際は救命具を装着いただきますので、大きな荷物はバスなどへ置いてご移動ください。 

※小雨決行。ただし、うねりなど晴天時でも中止になる場合がありますのでご了承ください。 

（カッパ等を持参ください） 

※荒天時の室内プログラム（養殖業についての講義、ロープワーク等に変更：1 名@2,200 円） 

※乗船人数×料金になりますので、引率の先生方も料金が発生いたします。 

 

※その他のプログラムについては教育旅行用冊子「南三陸町体験学習プログラム」（取り寄せ可能、PDF版も

ございます）や、教育旅行用専用サイトをご参照ください。 

※ご不明な点については遠慮なくお問い合わせください。 

 

★南三陸町体験学習プログラムホームページ https://www.m-kankou.jp/educational-travel/ 
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【各種体験実施までのスケジュール】 

日程 語り部プログラム 民泊体験 民宿分宿プラン・交流型宿泊施設プラン 
海から学ぶプログラム等 

地域プログラム 

仮予約 

ご希望の日時・人数・バスの台数をお知

らせください。 

団体名、ご希望の日時、人数をお知らせください。 

（おおよそで構いませんので、町内到着時刻とお別れ式の実施時間がわかる旅程をお示しくださ

い。） 

ご希望の日時・人数をお知らせ

ください。 

本予約 

（~3ヶ月

前迄） 

男女別人数をお知らせください。 

その後、受け入れ家庭の手配調整をします。 

宿泊する際の振り分けの仕方をお知らせくださ

い。（クラス別、男女別など。その際の各人数） 

その後、受け入れ可能な民宿の調整に入ります。 

予約確定の旨お知らせくださ

い。 

2 ヶ月前 

 
民泊受け入れ先リストを共有します。リストに

沿って学校内でグループ分けを行ってくださ

い。（大体 3~6名程に分かれて民泊をします） 

各宿泊施設へ受け入れ先リスト（部屋割り表）を

共有します。リストに沿って学校内でグループ分

けを行ってください。（お宿によって、部屋の定

員数が異なります） 

 

1 か月前 

 リストに参加者情報を追記し、1ヶ月前迄に返信ください 

・氏名（フリガナ）・性別・年齢もしくは学年・アレルギーや持病等特記事項 

※当方でリストを確認⇒調整⇒確定となります。 

 

最終調整 

・人数やスケジュールに変更等が発生

した場合は都度ご連絡ください。 

・当日の集合場所等、詳細スケジュール

について連絡いたします。 

対面式やお別れ式等の場所確認等、詳細調整 バスルートの確認等、詳細調整 
プログラム毎の集合場所等、 

最終確認 

プログラム

当日 

指定の集合場所にて合流後プログラム

を開始いたします。 

・対面式と町内の指定場所にて実施。対面式後

は各家庭の自家用車で家庭へ向かいます。 

・お別れ式も同様に町内の指定場所にて実施。

会場までは各家庭の自家用車で送迎します。 

事前のバスルートに沿って、順に各宿へチェック

イン 

指定場所で合流後、 

プログラム開始 



教育旅行プログラム 旅行会社用料金ほか一覧 ※税込 

 

概要 時間 
料金 

（税込） 
人数 最大人数 

送客手数料（10%） 

※民宿分宿・交流型宿泊施設プラ

ンは異なる。 

学びのプログラム 

※学生 20%割引 

バス＋講話 2 時間~2 時間半 
17,600（会場費別途） 20 名まで 人数により回転制をご提案 

【講話会場】 

・南三陸ポータルセンター 

・南三陸生涯学習センター 

・ベイサイドアリーナ 

・入谷公民館など 

〇 

宛名が旅行会社様の場合 880 20 名以上 1 名あたり 

講話のみ 

1 時間～1 時間半 

13,200（会場費別途） 1 団体 10 名～応相談 

× 
バスのみ 

8,800 20 名まで 

440 20 名以上 1 名あたり 

民泊体験 

基本ステイ 15 時～翌 10 時 8,800 

一家庭 3~6 名 

最大 30 名まで 

※30 名以上の場合、隣接する登

米市と連携し分泊の提案あり。 

〇 

宛名が旅行会社様の場合 

1 名＠440 円 

体験（午前、午後滞在） 各 2 時間追加 1,650 

昼食 1 時間 1,100 

巡回車両 
1 台無料 0   

× 
2 台目~有料 5,500 

レンタカー 

（志津川マツダ） 

軽自動車 7,260 4 名定員@1 日  

ハイエース 1７,600  10 名定員@1 日 

民宿分宿プラン 
1 泊 2 食 

（アメニティ要確認） 

 7,370 

「南三陸まなびの宿い

りやど（アネックス）」

は別料金 

各宿による 最大 250 名まで 

〇 

宛名が旅行会社の場合 

1 名@375 円 

交流型宿泊施設 

プラン 

1 泊 2 食 

（アメニティ要確認） 

チェックイン：15

時まで 

8,800 

各宿による 最大 250 名まで 

〇 

宛名が旅行会社の場合 

1 名＠440 円 

 


