凡例：貸切バス

＜行程表＞

9/3
（土）
9/4
（日）

JR松山駅前

徒歩
松山空港前

（8:50発）

（9:15発）

山荘しらさ

★ 下車観光
JR伊予西条駅前

（10:30発）

三上丈晴氏 × 乙幡啓子氏 トークショー
（60分）
※1
デッキにてUFO遭遇チャレンジ①（60分）

（14:10/17:00）

国民宿舎 石鎚（8:45発）
※2

山荘しらさ

山荘しらさ（昼食・エピローグ：記念品進呈、撮影タイム）
（11:10頃着）

（11:10/12:10）

土小屋 ※2
（17:35頃着）

山頂にてUFO遭遇チャレンジ②
（60分）
※3

JR伊予西条駅前

松山空港前

（16:40頃着）

＜ご旅行代金＞ （松山空港・JR松山駅・JR伊予西条駅発着／おとな・こども同額）

朝○
昼○
夕×

JR松山駅前

（18:30頃着）

（18:50頃着）

※道路状況により多少時間が変更になる場合がございます。

＜ご案内＞
●添乗員は全行程同行いたします。
●最少催行人員：10名（募集人員20名）
●お申し込み締切日：2022年8月26日
（金）

※未就学児のお申し込みはできません。予めご了承ください。※相部屋の設定はありません。

●バス車内は禁煙です。

［基本プラン］おひとり
1〜4名1室

国民宿舎 石鎚（夕食：宿泊）※2

※3

※1：雨天時は室内にて座談会となります。
※2：基本プランのお客様のみです。
グレードアッププランのお客様は山荘しらさにご宿泊ください。
※3：荒天時は山荘しらさ内にてオリジナルアクセサリー製作体験となります。
ご利用予定バス会社：愛媛バス株式会社

朝×
昼○
夕○

（18:00頃着）

★伊吹山山頂までトレッキング
UFOライン

食事

UFOライン（車窓）

道の駅木の香（昼食）

●2日目の伊吹山トレッキングは片道30分程度の軽登山です。歩きや
すい服装と靴をご準備ください。

55,555円

●山荘しらさ付近は標高1,500m前後の高地ですので、平野部よりも
6〜9度程度気温が低くなります。
温度調節可能な服装
（ジャンパー等）
があると便利です。

●宿泊：＜土小屋＞国民宿舎 石鎚
和室（禁煙・バストイレなし）/定員1〜4名
人気のスポット土小屋terrace（ モンベ
ルフレンドショップ）や石鎚神社 土小屋
遥拝殿のある土小屋に立ち寄ります。
ご
夕食にはこのツアーのために蘇った、
「幻の天狗鍋」
をご用意！
※風呂・トイレは共用です。

4組限定!

グレードアッププラン
おひとり
3〜4名1室

60,000円

2名1室

63,000円

1名1室

70,000円

●ホテルは全館禁煙です。
また、
エレベーターはございません。
（国民宿舎石鎚：客室は1階・2階）
※
「国内旅行総合保険」
をおすすめします。
ご希望の方はお申し込み時にお知らせください。

Profile

スペシャルゲストのプロフィール
月刊『ムー』編集長

山荘しらさ

1968年生まれ、
青森県弘前市出身。筑波大学自然学類卒業。

2021月4月、
リニューアルオープン。
UFOライン上、標高約1,400mのしらさ峠に位
置する。UFOラインからアクセスしやすい瓶ヶ
森、西黒森、東黒森、伊予富士などへの登山だ
けでなく、
ドライブ・サイクリングで石鎚山系を
楽しむ方たちに人気のスポット。

1991年、学習研究社（学研）入社。
『歴史群像』編集部3カ月
を経て、
入社1年目から
『ムー』
編集部。
2005年に5代目編集長
就任。趣味は翡翠採集と家庭菜園。CS放送エンタメ〜テレ
『超ムーの世界R』などメディア出演多数。福島市の国際
未確認飛行物体研究所所長を務める。

●宿泊：＜いの町＞山荘しらさ
洋室（禁煙・バストイレ付）/定員1〜4名
ご夕食後に、三上編集長・乙幡啓子氏と
の談話タイムをお楽しみいただいた
後、
プライベート感の高いロッジにご宿
泊いただけます。

三上丈晴 氏

工作家・ライター・(株)妄想 工作所 代表

乙幡啓子 氏

1970年群馬県桐生市生まれ。
津田塾大学卒業。
妄想工作家。
『デイリーポータルZ』
『フィギュア王』
などに工作記事を連載。
雑貨やカプセルトイ、
オリジナルフィギュア製作。
代表作
「ほっ
ケース」
「足氷」
「ケルベコス」
「ノア＆モーセポーチ」
「ハトヒー
ル」
他多数。
ソラヤマいしづちと共同で
「石鎚ポーチ／UFOラ
インポーチ」
の開発、
またオリジナルのソフビ
「アブニャン」
や
「捕らえられた宇宙人エコバッグ」
の製作にも携わっている。

伊吹山（1,503m）
※山荘しらさは国定公園の中にあるため様々な
規制があります。詳しくはWEBサイトのプラン
詳細情報をご確認ください。

＜旅行条件書（抜粋）＞

『ムーPLUS』にも登場した「山のほう、石鎚山
のほうには光る玉がよく出る」
という伝承もあ
る、高知県いの町「寺川地区」に位置する山。果
たしてこの日…UFOに遭遇することはできるの
だろうか。

©月刊ムー

『ムーPLUS』
四国ミステリーレポート
石鎚山系UFOラインの謎▶

※お申込みの際には必ず旅行条件書
（全文）
をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。

● 募集型企画旅行契約：この旅行は株式会社ソラヤマいしづち（西条市大町798番地1 愛媛県知事登録旅行業第2種
-211号。以下「当社」
という）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」
という)を締結することになります。
また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書(全
文)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。なお、
当パンフレットに記載された旅行条件と別途お渡しする旅行条件書（全文）に記載された条件との相違がある場合は、当
パンフレット記載の旅行条件が適用されます。
● 旅行のお申し込み及び契約成立時期：(1)所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込みくだ
さい。お申込金は旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。(2)電話、郵便、
ファクシミリその他の通信手段でお
申込みの場合、当社からの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して３日以内に申込書の提
出と申込金の支払いをしていただきます。(3)お客様が旅行予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場
合、当社の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して2日以内にお申し込み内容を確認のうえ、
申込金の支払いをしていただきます。
この場合、前項の定めにより契約が成立します。
（4）旅行契約は、電話によるお申込
みの場合、本項（2）により申込金を当社らが受領したときに、
また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込み
の場合、
申込金のお支払い後、当社から旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。
（5）お申込金（おひとり）
旅行代金

お申込み金

旅行代金

6千円未満

旅行代金の20%

10万円未満

20,000円

3万円未満

6,000円

15万円未満

30,000円

6万円未満

12,000円

15万円以上

旅行代金の20%

お申込み金

● 旅行代金のお支払い：旅行代金は旅行出発の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前(お申し込みが間際の場合
は当社が指定する期日までに)お支払いください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様
の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。
この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承認日といたします。
● 事故等のお申し出について：旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに
「旅程表」等でお知らせする
「連絡先」にご連絡く
ださい。
（連絡できない事情がある場合は、
その事情がなくなり次第ご連絡ください）

＜ご旅行中のお願い＞

予習して
う！
参加しよ

▶旅先ではガイドの指示に従ってください。
▶マスク着用・手洗い・うがい・手指消毒へのご協力をお願いします。
▶感染リスクを避けて安心で楽しい旅行を。
「日本旅行業協会 旅行連絡会」による
「新しい旅のエチケット」
もご参照ください。

●取消料：旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除される場合は、下記の金額を取消料として申し受けます。

取消料

8月12日（金）まで
8月13日（土）〜8月26日（金）
8月27日（土）〜9月1日（木）
9月2日（金）
9月3日（土）8時まで
出発後又は無連絡不参加

無 料
旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

● 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（注釈のないかぎりエコノミークラス）宿泊費、食
事代、入場料・拝観料及び消費税等諸税。
これらの費用はお客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し
いたしません。(コースに含まれない交通費などの諸費用及び個人的費用は含まれません。)
● 特別補償：当社は、当社約款の損害賠償責任に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に
より、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、生命、
身体に被られた一定の損害について、
お客様1名につき以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金：1500万円 ・入院見舞金：2〜20万円 ・通院見舞金：1〜5万円 ・携行品損害補償金：お客様1名につき
〜15万円
（ただし、補償対象品1個あたり10万円を限度とします）
● お客様の責任（抜粋）
お客様は、旅行開始後、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものが提供されたと認識した
ときは、旅行地において速やかにその旨を、当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービス提供機関又はお申し込店
に申し出なければなりません。
● 個人情報の取扱について
（1）当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手
配のため利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続きに必要な範囲
内において当該機関に提供いたします。
（2）旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の氏名及び搭乗され
る航空便等の個人情報を、電子的方法等で土産物店等の事業者に提供いたします。お申し込みの際にこれらの個人情報
の提供についてお客様にご同意いただきます。
（3）当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売
促進活動、お客様へのご連絡や対応のために受託旅行業者と住所、指名、電話番号、
メールアドレスなど個人情報を共
同利用させていただきます。当社の個人情報の取扱に関する方針等の詳細については当社にお問い合わせ（TEL：
0897-47-6030）いただくか、当社ホームページ
（https://sorayamaishizuchi.co.jp）にてご確認ください。
● 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年7月1日を基準としています。
また、旅行代金は2022年7月1日現在の有効な運賃・規則を基準とし
て算出しています。

