
￥67,000（税込）
旅館利用（２名１室） 

￥59,000（税込）
民宿利用（２名１室） 

￥56,000（税込）
農家民泊（男女別相部屋） 

酒作りに必要な４つの工程が体験できます！

お好きなツアー２回分と『てまえ酒』四合瓶６本セットで！

体験メニュー

福島県金山町から
友好都市 羽生市・鴻巣市の皆さまへ!!

ツアー参加費 （お一人様）

※『てまえ酒』の不要な同行者の方と追加でのツアー参加は１回あたり以下の料金で承ります。
●旅館利用（２名１室） ￥27,500（税込）　●民宿利用（２名１室） ￥23,500（税込）　●農家民泊（男女別相部屋） ￥22,000（税込）
※『てまえ酒』の追加は、１本2,100円で承ります。

■募集人数：各回40名
■最少催行人数：
　各回25名
■１名１室のお申し込み
はご相談ください。
■食事条件：１泊４食
■添乗員：同行しませ
ん。現地スタッフがお
世話いたします。

世界に一つだけのあなたの純米吟醸酒づくりを田植えからはじめてみませんか !?

現代の名工
佐藤 寿一さん

田植えと癒しの森トレッキング第1回

● 田植え体験　　● 天然炭酸水見学
● 癒しの森トレッキング（ガイド付き）
● 鮭立磨崖仏見学（旬の山菜を使った昼食）

平成26年5月24日㈯～25日㈰
稲刈りと沼沢湖畔散策第2回

● 稲刈り体験　　
● 第2沼沢発電所見学（揚水式水力発電所）
● 沼沢湖畔散策（バーベキューの昼食）

平成26年9月20日㈯～21日㈰

酒仕込み体験と山村生活体験第3回

● 酒仕込み体験
● オリジナルラベル作り
● 和ろうそく作り体験

平成26年11月28日㈮～29日㈯
瓶詰めと会津かねやま雪まつり第4回

● 瓶詰めとラベル貼り体験
● 会津かねやま雪まつり

平成27年2月14日㈯～15日㈰

30.511おいしいお酒づくりは、おいしいお米づくりから！

体験ツアー
つくり酒えまて

オリジナルラベルで
あなただけの純米吟醸酒。

四合瓶６本付！

　自分で田植えと稲刈りをしたお米を使い、伝統の蔵元で酒づくりの神髄に触れてい
ただきます。奥会津金山町の水田で大切に育てられた、全国で数か所の酒蔵でしか
使われていない幻の酒蔵好適米『フクノハナ』を磨き上げ、金山町の名水を使い、
現代の名工に選ばれた金山町出身の杜氏の指導の下、酒どころ会津に150年以上続く
銘蔵元『末廣酒造』で仕込みます。
　絞りたてのお酒を瓶に詰めてオリジナルラベルを貼れば、世界に一つだけのあなたの純米吟醸酒が完成です。



国内旅行のお申込みのご案内　   アールエイチ企画国内旅行条件（要約）お申込みいただく際に、このページのご案内や注意事項を必ずお読みください。
■この旅行はアールエイチ企画（以下「当社」という）が旅行を企画して実施するものであり、お客様は当社と募集型企画
旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている
条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（行程ご案内）及び当社旅行業約款募集型旅行契約の部に
よります。

■旅行のお申込み及び契約成立
　●当社所定の申込書に所定事項を記入し、お申込みください。
　●旅行契約は、当社が旅行代金及び、申込書を受理した時に成立いたします。
■取消料
旅行の契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率
で取消料をいただきます。尚、複数人数でご参加で一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利
用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

■注意事項
①人員が最小催行人員に満たない場合は中止することもありますのでご了承ください。この場合当該旅行実施日の10日前ま
でに当該旅行を中止する旨お客様にご連絡申し上げます。

②全コース車内禁煙とさせて頂きます。
■旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事代、体験料、旅行取扱料金及び消費税など諸税を
含んでいます。

■旅行条件基準日：2013年7月30日現在
■その他の事項については当社の「旅行業約款」によります。
■特別補償
　　当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別保証
規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った
一定の損害について、予め定める額の保証金及び見舞金を支払います。取 消 日

21日前まで 20日～8日前 7日～2日前
無　　料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

旅行開始前日 旅行開始当日 旅行開後又は
無連絡不参加

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取 消 料 率

w w w . r h - k i k a k u . j p
総合旅行業務取扱管理者：鈴木 裕  〒965-0007 福島県会津若松市飯盛３丁目３ー３４
旅行企画・実施／株式会社アールエイチ企画

主 催 福島県金山町観光物産協会
協 力 ＪＡあいづみどり水稲部会金山支部

末廣酒造株式会社

福島県知事登録旅行業　第2-269号　㈳全国旅行業協会正会員

●詳しい旅行条件を記載した書面を弊社ホームページに掲載しておりますのでご確認のうえお申込みください。

参加希望回２ヶ所に○を付けてください（追加参加可） 第１回 第２回 第３回 第４回 本

本

『てまえ酒』追加

参 加 者
代 表 者
氏　名

住　　所

年　齢

才

性　別 電話番号

緊急連絡先 携帯男   ・   女

〒

フリガナ

てまえ酒セット 要 不要 『てまえ酒』追加

参 加 者
氏　名

住　　所

年　齢

才

性　別 電話番号

緊急連絡先 携帯男   ・   女

〒

フリガナ

参　加　申　込　書

ツアー行程
稲刈りと沼沢湖畔散策第2回

平成26年9月20日㈯～21日㈰

瓶詰めと会津かねやま雪まつり第4回
平成27年2月14日㈯～15日㈰

田植えと癒しの森トレッキング第1回
平成26年5月24日㈯～25日㈰

酒仕込みと山村生活体験第3回
平成26年11月28日㈮～29日㈯

【１日目：5月24日㈯】
8：00 鴻巣市役所
8：40 羽生市役所
12：30 道の駅かねやま
 （昼食）
14：45 田植え体験
17：00 各宿泊施設
 （夕食・宿泊）

【２日目：5月25日㈰】
8：00 各宿泊施設出発
9：15 癒しの森（トレッキング）
11：30 鮭立磨崖仏（見学）
 （芸能伝承館で昼食）
13：00 天然炭酸水（見学）
17：50 羽生市役所
18：30 鴻巣市役所

【１日目：9月20日㈯】
8：00 鴻巣市役所
8：30 羽生市役所
12：30 道の駅かねやま
 （昼食）
14：45 稲刈り体験
17：00 各宿泊施設
 （夕食・宿泊）

【２日目：9月21日㈰】
8：00 各宿泊施設出発
9：00 第2沼沢発電所見学
 （揚水式水力発電所）
10：45 沼沢湖畔散策
 （バーベキューの昼食）
17：50 羽生市役所
18：30 鴻巣市役所

【１日目：11月28日㈮】
8：00 鴻巣市役所
8：40 羽生市役所
12：30 道の駅かねやま（昼食）
13：30 生活体験館
 （和ろうそく作り・
　　　　　オリジナルラベル作り）
17：00 各宿泊施設（夕食・宿泊）

【２日目：11月29日㈯】
8：00 各宿泊施設出発
9：50 末廣酒造
 （酒仕込み体験）
12：10 鶴ヶ城
 （見学・昼食）
17：25 羽生市役所
18：05 鴻巣市役所

【１日目：2月14日㈯】
8：20 鴻巣市役所
9：00 羽生市役所
12：00 会津若松市内（昼食）
13：00 末廣酒造
 （瓶詰め・ラベル貼り体験）
17：30 各宿泊施設
 （夕食・宿泊）

【２日目：2月15日㈰】
9：00 各宿泊施設出発
9：30 自然教育村会館（民具見学）
10：15 玉梨とうふ茶屋
11：00 会津かねやま
 雪まつり会場
17：10 羽生市役所
17：50 鴻巣市役所

＊20歳未満の方の「てまえ酒」のご注文はお断りいたします。
＊お申込み受付後、ツアー詳細、旅行代金お支払い方法等のご案内をお送りいたします。

アールエイチ企画　TEL：0242-28-5623（月～金　9：00～18：00）　FAX：0242-28-5667お申込み・お問合わせ

申込〆切：平成26年3月31日㈪


