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［主催］第66回 全日本広告連盟秋田大会組織委員会
公益社団法人 全日本広告連盟

学力、体力日本一のエネルギーあふれる秋田には、

［ロゴマークについて］

豊かな自然と祭り、伝統行事、秋田美人の美しさと、

「美の国」秋田の美しい自然・伝統文化
の美、人々の心を動かす広告の魅力。

守り伝え続ける民俗芸能があります。

秋田の美力と広告の魅力が共に躍進
する姿と、その未来を見据えている姿

人口減少、高齢化などなんのその。

を伝説の美女・小野小町をモチーフに
シンボライズしました。

地方に生きる者のパワー、芸能を守り続ける力強さが
未来を切り拓いていきます。
地方に息づく「遺産」の数々とともに、
広告の明日、メディアの未来を見つめましょう。

第66回 全日本広告連盟秋田大会
大会テーマ
大会テーマ
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ここからはじまる 確かな鼓動
〜 あっきた！ 広告新時代 〜
国重要無形民俗文化財
秋田竿燈まつり

ご挨拶

秋田大会開催に寄せて

ごあいさつ

公益社団法人 全日本広告連盟

第66回 全日本広告連盟秋田大会組織委員会

理事長

大平

明

会

長

小笠原 直 樹

第66回全日本広告連盟秋田大会が、5月16日から大会テーマ「こ

新緑すがすがしい5月、秋田市に全国各地から多くの広告関係者

こからはじまる 確かな鼓動～あっきた！広告新時代～」のもと、主

をお迎えし、第66回全日本広告連盟秋田大会を開催できますこと

催・第66回全日本広告連盟秋田大会組織委員会及び公益社団法人

は誠に喜ばしく、皆さまのお越しを心待ちにしながら、大会組織委

全日本広告連盟にて開催されます。

員会一同、準備を進めているところです。

秋田での全広連大会の開催は、1985年以来33年ぶり2回目とな

秋田広告協会が創立50周年の節目を迎えるのに合わせての開催

ります。秋田広告協会創立50周年を迎える記念すべき年に秋田の

で、秋田市では33年ぶりとなります。金沢、仙台、神戸と過去3年間

地で全広連大会が開催できることを大変嬉しく思います。現在、大
会組織委員会では、万全の態勢で皆様をお迎えできるよう鋭意準
備を進めております。
今大会では時代の変化を踏まえ、次世代を創造する広告コミュニ
ケーションの役割を考えるとともに、地域から広告の明日を、メディ
アの未来を、参加者の皆様と意見交換をさせていただきます。
秋田は、伝統を大切に守り、今の時代に伝えながら文化をはぐく
んできた土地柄です。この機会に、自然・伝統芸能・伝統文化の振
興を通じて、ふるさと再生、地域活性に取り組む「美の国」秋田に触
れていただければ幸甚です。郷土料理、地酒など地元の名産品も是
非お楽しみください。

続いた大都市とは異なる趣をご堪能いただければと願っています。
秋田県には人口減少、少子高齢化といった、やがて全国に波及す
る問題が横たわっています。一挙に解決する特効薬はありません
が、広告には、地域とそこに生きる人々を励まし、こうした課題を乗
り越えられる力があると信じています。
今大会のテーマは「ここからはじまる

確かな鼓動～あっきた！

広告新時代～」です。
“課題先進県”秋田で「広告の未来、地域の未
来」を皆さまと一緒に考える意義は、決して小さくないと思います。
地方都市ならではの視点で、広告の新たなステージを切り開きたい
ものです。

全広連は、活動スローガン「広告の元気は、ニッポンの元気。」の

日本の原風景も残る秋田は、民俗芸能の宝庫であり、全国に知ら

もと、加盟各地37広告協会の会員の皆様と共に各地から日本を元

れる美人の里です。世界自然遺産の白神山地をはじめとする豊かな

気にできるよう精力的に事業を進めてまいります。

自然と伝統文化、そのなかで育まれた食や酒も、きっと皆さまにお

山々に新緑があふれる5月、秋田で多くの皆様とお会いできるこ

楽しみいただけるものと思います。5月に秋田でお会いしましょう。

とを心より楽しみにしております。
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大会スケジュール

式典会場

パネルディスカッション

● 会期／2018年5月16日［水］
● 大会会場／秋田県民会館
スケジュール

テーマ『広告の未来、地域の未来』
パネリスト （順不同）

● 受付会場／にぎわい交流館AU2階 受付開始（8：30〜）

午前の部

山本敏博氏
1958年東京都生まれ。1981年電通入社。ラジオ・テ
レビ局、現スカパーJSAT株式会社（出向）、営業局、
コミュニケーション・デザイン・センター、ＭＣプラン
ニング局を経て、2011年に執行役員。2017年3月よ
り現職。広告会社における多様な領域での業務経験、
さらには、出向時に広告会社を外から見た経験を生
かし、現職に従事。

9：30

オープニング

9：40

開会宣言

ヤフー株式会社 上級執行役員 メディアグループ長

第66回 全日本広告連盟秋田大会組織委員会 大会実行委員長

宮澤弦氏

歓迎挨拶
※他交渉中

第66回 全日本広告連盟秋田大会組織委員会 大会会長
大会挨拶
公益社団法人 全日本広告連盟 理事長
来賓祝辞

コーディネーター

秋田県知事、秋田市長
第12回 全広連鈴木三郎助
地域キャンペーン大賞贈呈
地域クリエイティブ大賞贈呈
10：20

休憩

10：30

パネルディスカッション
テーマ『広告の未来、地域の未来』

13：15

第6回 全広連日本宣伝賞贈呈
記念講演
「広告が拓く人と人との出会い―地方創生は人から」
講師：姜尚中（カン・サンジュン) 氏

14：45

次年度開催地紹介と挨拶
富山広告協会

15：00

閉会

千秋公園

秋田県民会館

●受付会場

▼

ホテル
入口

OUT
一方通行

Japan Advertising Federation in Akita 2018

▼

終了

▼

▼

19：30

●ローソン

▼

懇親会（秋田キャッスルホテル）

お堀
広小路

▼

▼

18：00

●
木内

国学館高校●

▼

▼

中土橋

●昼食 ●懇親会会場

佐竹資料館
●

●市立中央図書館

▼

お堀
●にぎわい
交流館 AU

田中里沙氏
1966年三重県生まれ。1989年学習院大学卒業後、
広告会社入社。1993年宣伝会議に転籍し、1995年
月刊『宣伝会議』編集長就任。市場の多様化に伴い、
『販促会議』『広報会議』を立ち上げる。2003年よ
り『環境会議』『人間会議』編集長。2012年事業構
想大学院大学教授就任とともに、月刊『事業構想』を
創刊。2016年4月事業構想大学院大学学長就任。

講師

〈受付・大会・昼食・懇親会会場 略図〉
●大会会場

懇 親 会

事業構想大学院大学学長
株式会社宣伝会議 取締役メディア・情報統括

「広告が拓く人と人との出会い
―地方創生は人から」

午後の部
13：00

1982年北海道生まれ。2004年3月東京大学農学部卒業。2004年5
月株式会社シリウステクノロジーズを創業し代表取締役に就任。モバイ
ルSEO事業や位置情報に連動した広告配信事業を展開。2011年4月
ヤフー株式会社へ入社し、インタレストマッチプロジェクト（現YDN）
に携わる。2016年上級執行役員メディア・マーケティングソリュー
ションズグループ長、2017年上級執行役員メディアグループ長など歴
任。2018年4月常務執行役員メディアカンパニー長に就任予定。

記念講演

昼食（秋田キャッスルホテル）

12：00

5

株式会社電通 代表取締役社長執行役員

IN OUT

一方通行

エリア
なかいち

中央通り

姜尚中（カン・サンジュン) 氏

1950年、熊本県熊本市に生まれる。国際基督教大学准教
授、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授、聖学院
大学学長などを経て、現在東京大学名誉教授。2016年1月
©今村拓馬
より熊本県立劇場館長兼理事長に就任。
専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍。主な著書に『マッ
クス・ウェーバーと近代』、
『オリエンタリズムの彼方へ』、
『ナショナリズム』、
『東北
アジア共同の家をめざして』、
『増補版 日朝関係の克服』、
『在日』、
『姜尚中の政治
学入門』、
『ニッポン・サバイバル』、
『愛国の作法』、
『悩む力』、
『リーダーは半歩前を
歩け』、
『あなたは誰?私はここにいる』、
『心の力』、
『悪の力』、
『君に伝えたいこと』、
『漱石のことば』など。共著に『グローバル化の遠近法』、
『ナショナリズムの克服』、
『デモクラシーの冒険』、
『戦争の世紀を超えて』、
『大日本・満州帝国の遺産』など。
編著に『在日一世の記憶』など。小説『母―オモニ―』、
『心』を刊行。最新刊は『維新
の影――近代日本一五〇年、
思索の旅』
。
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見学会プラン

利用バス会社：秋田中央交通、羽後交通、能代観光

5月17日
［木］ 日帰り見学会プラン
大会二日目の見学会は秋田の豊かな自然と民俗芸能、発酵文化などを満喫して
いただきます。秋田大会ならではの観光4コースを設定しました。多彩なプランの

（注）希望コースは必ず第2希望まで明記ください。各コース定員を超えた場合は、
抽選にて決定させていただきますことをご了承ください。

中からお選びください。

※写真はイメージです

1 五能線・リゾートしらかみ乗車と木都能代再発見コース
旅行代金

昼食付
添乗員同行

●定員80人
※最少催行人員20人

お一人様 18,000円（税込）

秋田駅（快速リゾートしらかみ1号）8：20扌十二湖駅10：23扌森の物産館「キョロ
ロ」10：40扌[青池]散策…森の物産館「キョロロ」
（買い物）11：30扌旧料亭金勇
（昼食・見学）13：30扌福禄寿酒造見学15：00扌秋田駅16：00扌秋田空港16：40

リゾートしらかみ

旧料亭金勇

福禄寿酒造

2 小京都・角館武家屋敷と芸術村堪能コース
旅行代金

旅行代金

昼食付
添乗員同行

昼食付
添乗員同行

●定員80人
※最少催行人員20人

お一人様 16,000円（税込）

秋田ビューホテル8：30扌秋田キャッスルホテル8：35扌寒風山展望台10：15扌
なまはげ館・男鹿真山伝承館12：00扌きららか（昼食）13：40扌小玉醸造（酒
蔵見学）16：00扌秋田駅17：00扌秋田空港17：40

なまはげ館

●定員80人
※最少催行人員20人

お一人様 17,000円（税込）

3 来訪神・ナマハゲ行事を体験！男鹿の大自然・パワースポット巡りコース

寒風山

男鹿真山伝承館

4 知的探訪！醸造元見学と増田の蔵コース
旅行代金

昼食付
添乗員同行

●定員40人
※最少催行人員20人

お一人様 16,000円（税込）

秋田ビューホテル9：15扌秋田キャッスルホテル9：20扌安藤醸造元北浦本館10：
35扌角館武家屋敷（青柳家）12：10扌田沢湖ビールレストラン（昼食）13：30…わら
び座ミュージカル観劇15：45扌角館駅15：55扌秋田駅17：25扌秋田空港18：05

秋田ビューホテル9：00扌秋田キャッスルホテル9：05扌浅舞酒造11：40扌佐藤
養助漆蔵資料館（昼食）13：00扌増田の蔵14：00扌ヤマモ味噌醤油醸造元15：
20扌秋田駅16：40扌秋田空港17：20

わらび劇場

ヤマモ味噌醤油

角館武家屋敷通り

田沢湖ビールレストラン

佐藤養助（稲庭うどん）

増田の内蔵

5月17日
［木］
〜18日
［金］ 1泊2日の見学会プラン
大館市、小坂町などを周遊。里山や渓谷など、車窓からの景色をお楽しみいただ
きながら、打当温泉マタギの湯へ。二日目は現存する最古の木造芝居小屋「康楽
館」での観劇をご堪能していただきます。

5 ローカル線と県北周遊２日間コース
旅行代金

お一人様 45,000円（税込・2名1室）

（一人部屋追加代金5,400円税込）

朝食・昼食・夕食付
添乗員同行
●定員40人
※最少催行人員20人

康楽館

1日目
秋田ビューホテル8：30扌秋田キャッスルホテル8：35扌角館武家屋敷散策10：
30扌角館駅（内陸線）11：02扌阿仁マタギ駅11：47扌打当温泉マタギの湯（昼
食・入浴）13：20扌道の駅「ひない」14：50扌歴史民俗資料館16：00扌ホテル
鹿角（宿泊・夕食）
2日目
ホテル鹿角8：40扌小坂鉱山事務所9：30…康楽館（館内見学と観劇）11：20扌
昼食（大館市）12：45扌旧料亭金勇14：45扌小玉醸造（酒蔵見学）16：20扌秋
田駅17：00扌秋田空港17：40
7
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懇親ゴルフ会 Z5月17日［木］
秋田県を代表する2つのゴルフ場で、参加者の志向に合
わせたコースでお楽しみいただけます。

１

秋田カントリー倶楽部
（定員：60人、4人×15組）

参加費

9

お一人様 24,000円（税込）

（注）希望コースを必ず明記ください。各コース定員を超えた場合は、
抽選にて決定させていただきますことをご了承ください。
※各会場にはスタッフが同行します。

2
キャディ付
乗用カート

秋田椿台カントリークラブ
（定員：60人、4人×15組）

参加費

お一人様 24,000円（税込）

キャディ付
歩行プレー

黒松に囲まれた歴史深きコース

雄大な自然に抱かれた、風格の27ホールズ

開場は1961年（昭和36年）、秋田最古のコースであり、秋田を代
表する名コースです。自然の地形を生かしたレイアウトとなってお
り、黒松の原生林に囲まれ、また、日本海に面したシーサイドコー
スでもあります。グリーンはベントのワングリーン。巧みに配置され
たバンカーや適度なアンジュレーションに加え、海からの風もスコ
アを左右する戦略性の高いコースとなっています。

1973年（昭和48年）4月に開場。佐藤晋氏（東京農大教授）設計
の高低差の少ない台地でフラットな距離のある雄大なコースです。
日豪対抗プロゴルフマッチ、日本プロゴルフ東西対抗、日本女子プ
ロゴルフトーナメント・東北クイーンズゴルフなどを開催した東北で
も有数の名門コースといわれております。
※2人乗りの乗用カートも用意できます。必要な方は、申し込み時に備考
欄に明記してください。
（台数限定）

〒010-1623 秋田市新屋町砂奴寄５−１
TEL 018-863-6541

〒010-1211 秋田市雄和椿川字奥椿岱235
TEL 018-886-8888

■秋田空港から40分
■秋田駅から15分

■秋田空港から5分
■秋田空港ICから5分
■河辺JCTから10分 ■秋田駅から30分

■秋田中央ICから30分
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宿泊ホテルのご案内

宿泊ホテル周辺マップはP13、14

秋田駅前地区
1

秋田キャッスルホテル

大町・川反地区

■秋田市中通１-３-５

■TEL.018-834-1141

秋田駅・繁華街へは徒歩10分以内、ホテル目の前には
千秋公園・県民会館がある立地条件抜群のシティホテ
ル。
全室無線＆有線LAN環境完備！

7

イーホテル秋田

■秋田市大町2-2-12

■TEL.018-865-7111

客室は全室シモンズ社製ベッドを完備、快適な睡眠を提
供いたします。
ＪＲ秋田駅から近く、官庁街・千秋公園・繁
華街などにも至便な環境にあり、
ビジネスに観光に最適
です。
最上階には宿泊者専用の展望大浴場あり。

A01-S（シングル）……………………………15,500円
B01-T（ツイン・2名利用）… ………………13,000円
C01-TS（ツイン・1名利用）……………… 22,000円

A07-S（シングル）…………………………… 8,500円
写真提供：秋田キャッスルホテル

2

秋田ビューホテル

■秋田市中通2-6-1

■TEL.018-832-1111

秋田駅前に位置し、ビジネス、観光の拠点に便利なアク
セスが好評です。
スペースを充分に取った客室は旅の疲
れを癒してくれます。

ホテルメトロポリタン秋田

A08-S（シングル）… ………………………10,000円

JR秋田駅西口に隣接し交通至便。各種料飲施設を完備した
近代的、国際観光ホテルです。防音や内装・照明・調度にも
細かい配慮で、
くつろぎの機能をふんだんに盛り込んだ客室
は、皆様の旅の思い出を一層すばらしいものに演出します。

4

リッチモンドホテル秋田駅前

■秋田市大町2-2-41 ■TEL.018-883-0500

写真提供：秋田ビューホテル

■秋田市中通7-2-1 ■TEL.018-831-2222

A03-S（シングル）… ……………………… 11,000円
B03-T（ツイン・2名利用）… ………………10,000円
C03-TS（ツイン・1名利用）……………… 20,000円

ダイワロイネットホテル秋田

秋田駅西口より車で5分の旭川沿いに建つホテルです。市内中央に
位置しており、観光・ビジネスの活動拠点として、あたたかなおもてな
しでお客様をお迎えいたします。

A02-S（シングル）… ………………………10,500円
B02-T（ツイン・2名利用）… ……………… 9,000円
C02-TS（ツイン・1名利用）…………………18,000円

3

写真提供：イーホテル秋田

8

写真提供：ダイワロイネットホテル秋田

9

ルートイングランティア秋田 SPA RESORT

■秋田市中通5-2-1 ■TEL.018-825-5411

大浴場“華のゆ”は天然温泉「ナトリウム塩化物強塩泉」
で、なめらかな肌触りのお風呂となっ
ており、あわせて13種類のお風呂とサウナでゆっくりとおくつろぎいただけます。繁華街にも
近く、
非常に便利な立地です。

A09-S（シングル）… ……………………… 9,500円
写真提供：ホテルメトロポリタン秋田

■秋田市中通2-2-26 ■TEL.018-884-0055

JR秋田駅西口より徒歩4分の好立地。広い客室と最先端設備。全部屋
に高級羽毛布団（ダウン85%使用）、遮光1級のカーテン、加湿機能付
空気清浄機を設置。お客様の快眠をサポートいたします。

10 アルバートホテル秋田

■秋田市大町4-3-22

■TEL.018-888-3333

秋田一番の繁華街「川反」のど真ん中にあります。数々の名作絵画を展示した落ち着いたロ
ビー。客室は全室有線LANケーブル設置。全館Wifi対応。非接触型カードキーを採用、煩わし
い鍵の預け入れは不要です。

A04-S（シングル）… ……………………… 11,000円

A10-S（シングル）…………………………… 9,000円
写真提供：リッチモンドホテル秋田駅前

5

ドーミーイン秋田

■秋田市中通2-3-1

■TEL.018-835-6777

秋田駅より徒歩5分と好立地。男女別の大浴場には、露
天風呂・サウナ付です。和洋バイキングの自慢の朝食を
ご堪能してください。夜には夜鳴きそばを宿泊の皆様に
無料でサービスしています。

11 ホテルパールシティ秋田竿燈大通り

■秋田市大町2-2-3 ■TEL. 018-862-0501

秋田市の中心竿燈大通りに面しており、
リムジンバス乗場まで
徒歩10秒。観光、
ビジネスに最適です。1Fロビーを一新。お客
様の疲れを癒すリラクゼーションルームを新設。

A11-S（シングル）…………………………… 8,000円

A05-S（シングル）… ……………………… 11,000円
写真提供：ドーミーイン秋田

6

コンフォートホテル秋田

■秋田市千秋久保田町3-23 ■TEL.018-825-5611

秋田駅から徒歩2分。千秋公園や竿燈大通りにも徒歩圏内。朝食は、おにぎり・パン・サラダ・
スープ・ヨーグルト・ソーセージ・スクランブルエッグ・フルーツ・コーンフレーク等の無料
サービスになります。
ウェルカムコーヒーサービスとして挽きたての温かいコーヒーでおもて
なししております。
A06-S（シングル）… ………………………10,000円

写真提供：ホテルパールシティ秋田竿燈大通り

12 ホテルパールシティ秋田大町

■秋田市大町2-6-25 ■TEL.018-863-2525

秋田駅と官庁街の中間に位置し、東北四大祭「竿燈」の行われ
る竿燈大通りに隣接。館内にはコインランドリーもございま
す。

A12-S（シングル）…………………………… 8,000円
写真提供：ホテルパールシティ秋田大町

留 意 事 項

宿泊プランお申し込みご希望の方は、必ず第3希望までご入力ください。
■宿泊プラン旅行代金は、お一人様1泊朝食付、諸税金・サービス料込みの金額です。
■ツイン（2名利用）の料金は2名で1部屋、
ツイン（1名利用）の旅行代金は1名で1部屋を
ご利用の際の、お一人様旅行代金です。
■ご希望のホテル番号（1〜13）とルームタイプの記号（A〜C）を入力の上、お申し込みください。
※仕入客室の関係で禁煙・喫煙ルームのご希望を承りますが、希望どおりとはならない場合もございますので、あらかじめご了承願います。
※各宿泊施設でのチェックイン手続きは、
「宿泊予約確認書」をご提示いただき、お客様ご自身でお願いいたします。
※食事が不要の場合でも特別設定代金のため、ご返金はできません。個人会計及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご精算願います。

13 ホテルパールシティ秋田川反

■秋田市大町3-4-18 ■TEL.018-865-2111

秋田駅と官庁街との中間のビジネス街に在り、秋田最大の繁華街
“川反”や東北四大祭の一つ“竿燈”会場にも隣接。平成25年7
月客室内改装済。

A13-S（シングル）…………………………… 8,000円
写真提供：ホテルパールシティ秋田川反
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宿泊施設周辺マップ
保戸野中町

秋田県民会館
保戸野通町

●国学館
高等学校
お堀

昼食・懇親会会場

仲小路

秋田●
ロフト

中央通り

中通
羽越本線

9

横町通
り

●ALVE

秋田新幹線

川反
通り

赤れ
んが
館通
り

茶町
通り

2階受付会場にて
受付を済ませてか
ら大会会場へお進
みください。

大町

●西武
秋田店

4

受付会場

秋田キャッスルホテル

10

2

3

東口

●
なかいち

6

広小路

●
アトリオン

●秋田ステーション
ビル・トピコ
西口
バスターミナル

5

にぎわい
広場

ＪＲ秋田駅

中土橋

お堀

1

100ｍ

●秋田県立脳血管
研究センター

秋田和洋●
女子高等学校

郷土館●
すずら
ん通り

旭北寺町

●木内
百貨店

旭川

●協働
大町ビル

千秋明徳町

●ランドマーク
秋田

11 8

13 赤れんが

町

7

●秋田中央
警察署

通り

サン・パティオ
大町●

山王大

日本銀行
秋田支店●

秋田銀行
大町支店●

総合福祉医療
ステーションきらら●

12

秋田市民俗芸能
伝承館●

千秋城下町

奥羽本線

千秋公園

大会会場

本町
通り

南大通
り

１ 秋田キャッスルホテル

4

リッチモンドホテル秋田駅前

7

イーホテル秋田

11 ホテルパールシティ秋田竿燈大通り

2

秋田ビューホテル

5

ドーミーイン秋田

8

ダイワロイネットホテル秋田

12 ホテルパールシティ秋田大町

3

ホテルメトロポリタン秋田

6

コンフォートホテル秋田

9

ルートイングランティア秋田 SPA RESORT

13 ホテルパールシティ秋田川反

10 アルバートホテル秋田
交通のご案内

JR秋田駅

秋田空港

徒歩
約8分

タクシー
約40分

秋田中央IC

バス
約3分

クルマ／秋田中央インターより約15分

受付
会場

徒歩
約3分

秋田県民会館

タクシー
約3分

にぎわい交流館ＡＵ２階

リムジンバス
約40分
片道930円

秋田空港

JR秋田駅（西口）

ⓒSATOSHI ASAKAWA

※バス／秋田中央交通「秋田駅西口」バスターミナルより乗車＞「千秋公園入口」下車
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大会登録＆申込方法
大会登録料

注意事項

全広連会員

27,000円（税込）

お一人様

配偶者

12,500円（税込）

※会員の参加登録はWebサイトよりお願いします。

50,000円（税込）※一般からの参加登録については大会事務局までお問い合わせください。

一般 お一人様

お申込方法

2018年3月20日（火）
締切
検索

見学会プラン・宿泊ホテルのお申し込み方法
❶3月20日
（火）
までにＷebサイトの申し込みページよりお手続きをお願いします。
❷旅行会社に申し込み受付後、ホテルの配宿・部屋割については、ご希望を優先させてい
ただきますが、部屋数に限りがありますのでご希望に沿えない場合があります。必ず第3
希望までご入力いただき、最終決定は全日本広告連盟秋田大会事務局にご一任いただき
ますようお願いします。
❸特にご希望がございましたら、申し込みページの記事欄にご入力ください。
❹1泊2日の見学会プランの宿泊部屋につきましては「2名1室」のみの設定とさせてい
ただきます。記事欄に同室希望者の氏名をご入力ください。
❺見学会プランの各コースの最少催行人員は20名です。これに満たない場合は、5
月1日（火）
までに旅行の中止またはコースの変更をお願いする場合があります。
※見学会実施にあたりましては、天候等の都合によりコース内容に多少変更の場合が
ございますのであらかじめご了承ください。
見学会プラン代金に
含まれるもの

■ 交通費（貸切バス） ■ ⑤コースのみ宿泊費
（2名1室、
1泊2食付、
税・サービス料込） ■ 昼食代
■ 観光施設入場料
■ その他消費税等諸税

見学会プラン代金に
含まれないもの

■ 個人的経費（電話代・冷蔵庫利用など）
■ その他行程表以外の個人的行動に関する費用

宿泊プラン代金に
含まれるもの

■ 宿泊費

1泊朝食付
（諸税金・サービス料含む）

宿泊プラン日程表

■ 口座名：㈱JＴＢ東北

❷取り消し・変更などは申し込みページにて参加者が行ってください（お電話でのご連絡
はトラブルの原因になるため、お受けできかねますので何卒ご了承ください）

時

行

程

宿泊地

食

事

5/15
（火）

各地より……お客様自身でホテルへ

秋田市内各ホテル

朝―昼―夕―

5/16
（水）

第66回 全日本広告連盟秋田大会

秋田市内各ホテル

朝○昼―夕―

5/17
（木）

お客様自身にて各地へ……………

朝○昼―夕―

懇親ゴルフ会のお申し込み方法
3月20日
（火）
までにＷebサイトの申し込みページよりお手続きをお願いします。
※懇親ゴルフ会の申し込み者が定員を超えた場合は抽選にて決定させていただきま
すのでご了承ください。
懇親ゴルフ会代金に
含まれるもの

■ プレー代 ■ 朝食・昼食代 ■ 記念品代 ■ 往復送迎費用

懇親ゴルフ会代金に
含まれないもの

■ 個人的経費

Japan Advertising Federation in Akita 2018

大会登録なしに「式典」および「見学会」
「懇親ゴルフ会」への参加、
「宿泊」の申し込みはできませんので、
ご了承ください。

予約取消料
※見学会プラン・宿泊ホテルのお申し込み後、
ご本人様の都合により予約の変更や取り
消しをされる場合、お一人様につき取消料がかかりますのでご了承ください。
※ご返金は、大会終了後に精算いたします。取消料・送金手数料を差し引いて銀行振込い
たします。

■ 取消料の詳細は17～18ページのご旅行条件書をご覧ください。
※懇親ゴルフ会のお申し込み後、プレー日が近づいてからのご本人様の都合による
取り消しは、キャンセル料が発生する場合があります。

各種お問い合わせ
■ 宿泊ホテルに関するお問い合わせ
[旅行企画・実施] ㈱ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店 担当：柏原・藤山
〒010-0921 秋田市大町3-2-5
TEL：018-866-7135 FAX：018-865-5189
営業時間:土日祝除く平日 9：30〜17：30
観光庁長官登録旅行業第1573号
総合旅行業務取扱管理者：川口 潤
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に
関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な
点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

■ 見学会プランに関するお問い合わせ
[旅行企画・実施] 株式会社東北iツアーズ 担当：田松・清水川

※1泊朝食付

※コンフォートホテル秋田は、無料サービスの朝食となります。
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■ 支店名：十四号支店

■ 口座番号：普通口座21366464

検索サイトに「全広連」と入力し、全広連公式HPより秋田大会申込Webサイトにアクセスしてください。

❷登録料は所属広告協会の指定口座にお振り込みください。但し、振込手数料はお客様
のご負担をお願いいたします。
までに所属広告協会を通してご連絡ください。その場合、
❸登録の取り消しは4月16日（月）
登録料を返却いたします。但し、事務経費として2,000円を差し引かせていただきます。
4月17日（火）以降の取り消しおよび登録料返却はできかねますので、
ご了承ください。
❹配偶者は、大会当日の記念品を除き、登録会員と同様の扱いとさせていただきます。
❺大会登録なしに「式典」および「見学会」
「懇親ゴルフ会」への参加、
「宿泊」の申し込み
はできませんので、
ご了承ください。

日

■ 銀行名：みずほ銀行

（カブシキガイシャジェイティービートウホク）

❶3月20日
（火）
までにＷebサイトの申し込みページよりお手続きをお願いします。
全広連

❶最終決定後、
ご本人様または連絡担当者欄に記入されている方に宿泊予約確認書・見
学会・懇親ゴルフ会参加確認書と請求書をご送付いたします。届き次第、請求書に記載
の期日までに下記銀行口座へお振り込みください。振込手数料はお客様のご負担をお
願いいたします。

〒010-0956 秋田市山王臨海町1-1
TEL：018-823-6000 FAX：018-823-6100
営業時間:土日祝除く平日 9：00〜18：00
観光長官登録旅行業第644号
総合旅行業務取扱管理者：小笠原和則
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に
関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な
点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

■ 参加登録・懇親ゴルフ会、その他大会全般に関するお問い合わせ
第66回 全日本広告連盟秋田大会事務局
〒010-8601 秋田市山王臨海町1-1（秋田魁新報社内）
TEL：018-888-1861 FAX：018-866-9277
受付時間9：00～17：00（土・日・祝休） E-mail akita-kokoku@sakigake.jp
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ご旅行条件書

要約（募集型企画旅行契約）

宿泊プラン（JTB東北法人営業秋田支店）

見学会プラン
（東北iツアーズ）

お申し込みの際には、旅行条件書(全文)をご確認いただき、
必ず内容をご確認のうえお申し込みください。

お申し込みの際には、旅行条件書(全文)をご確認いただき、
必ず内容をご確認のうえお申し込みください。

※ご旅行条件書（全文）はこちらよりご確認願います。
【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】

募集型企画旅行契約―――――――――――――――――――――――

募集型企画旅行契約―――――――――――――――――――――――

この旅行は、株式会社東北ⅰツアーズ（以下「当社」
という）が旅行を企画して実施するものであり、
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「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、下記条件、出発
前にお渡しする「行程ご案内」と称する確定書面（以下「行程ご案内」という）及び当社旅行業約款
募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」
という）によります。

この旅行は（株）JTB東北 法人営業秋田支店
（秋田県秋田市大町3-2-5、
観光庁長官登録旅行
業第1573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。

旅行のお申し込み及び契約成立時期――――――――――――――――――
（1）全広連秋田大会のWebサイトの申し込みページより所定の事項を入力し、お申し込みく
ださい。

旅行代金のお支払い――――――――――――――――――――――――――
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（もしくは当社が
指定する期日までに）に指定口座へお振り込みください。振込手数料はお客様のご負担をお
願いします。

旅行代金
（お一人様）

申込金
6,000円

30,000円以上60,000円未満
60,000円以上90,000円未満

12,000円
18,000円

90,000円以上

旅行代金の20%

旅行代金のお支払い期限――――――――――――――――――――――
旅行代金（申込金を差し引いた残額）は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前
までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日
前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全額お支払いいただきます。

旅行代金に含まれるもの―――――――――――――――――――――――

取消料―――――――――――――――――――――――――――――――――
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載の金額を取消料とし
て申し受けます。
契約解除の日
16日目にあたる日以前の解除

取消料
（お一人様）
無料

25日目にあたる日以降の解除
（3～6を除く）

旅行代金の20%

33日目にあたる日以降の解除
（4～6を除く）

旅行代金の30%

4旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40%

5当日の解除（6を除く）
6旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の50%
旅行代金の100%

旅行代金に含まれるもの ―――――――――――――――――――――――
日程表に明示した宿泊費、サービス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。
（ご案内に含まれない交通費等
の諸費用及び個人的費用は含みません｡）

個人情報のお取り扱いについて―――――――――――――――――――――
当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間
の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運
送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び、それらのサービス受領のために手続に必要
な範囲内で利用させていただきます。
また、情報共有のため大会運営に伴い大会主催事務局
へ情報を提出し利用させていただきます。

旅行条件・旅行代金の基準―――――――――――――――――――――――
この旅行条件は2017年12月1日現在を基準としています。又、旅行代金は2017年12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。
【旅行企画・実施】
株式会社JTB東北 法人営業秋田支店
秋田市大町3-2-5
観光庁長官登録旅行業第1573号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
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所定の旅行申込書（以下「申込書」
という）に所定事項を記入の上、次に定める申込金を添え
てお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部
又は全部として取り扱います。
30,000円未満

（2）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金（各宿泊プラン代金の20％以上）を受領
したときに成立するものとします。但し、本契約に関しましては、後日送付する請求書に基
づく申込金のお振込が完了した時点で、
旅行契約が成立したものとします。

旅行開始日の
前日から起算
してさかの
ぼって

旅行のお申し込み及び契約成立時期――――――――――――――――
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（1）旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限り航空機は普通席）、宿泊費、食
事代、消費税等の諸税・サービス料金、旅客施設使用料（空港により必要な場合）及び特に
明示したその他の費用等。
（2）
添乗員が同行するコースの添乗員経費等。
（3）
各コースに表示した
「旅行代金に含まれるもの」
として明示したその他の費用。
上記代金は、
お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。

取消料―――――――――――――――――――――――――――――――――
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき下
記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除さ
れる場合は、
ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の（1台・1室あたりの）
ご利用人数の変更
に対する差額代金をそれぞれいただきます。
取消日
a）
21日前まで
b）
20日〜8日前まで

取消料率
無料
20%

c）
7日〜2日前まで
d）
旅行開始前日

30%
40%

e）
旅行開始日当日
（fを除く）
f）
旅行開始後又は無連絡不参加

50%
100%

＊a.b.cの取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。
＊出発日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も上記取消料の対象
となります。ただし、当該パンフレットの「取消料等」に当社の定める期限を記載している場
合は、
当該期限以降の変更はできません。

個人情報のお取り扱いについて
（重要）――――――――――――――――
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報等について、お客様との
間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運
送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに
必要な範囲内で利用させていただきます。

旅行条件・旅行代金の基準―――――――――――――――――――――――
この旅行条件は2017年12月1日現在を基準としています。
また、旅行代金は2017年12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。
【旅行企画・実施】
株式会社東北iツアーズ
観光長官登録旅行業第644号
秋田市山王臨海町1-1
一般社団法人日本旅行業協会正会員

【受託販売】
株式会社JTB東北

法人営業秋田支店

秋田市大町3-2-5
一般社団法人日本旅行業協会正会員
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秋田県の観光紹介

観光
A 角館武家屋敷
江戸時代はじめ、芦名氏により大規模な都
市計画が実施され、その後は、佐竹北家の城
下町でした。重厚な武家屋敷を囲む樹木は、
四季を通してコントラストが楽しめます。

19

B 康楽館

C 八幡平温泉郷

H 岳岱自然観察教育林

I なまはげ館・男鹿真山伝承館

明治43年、小坂鉱山の厚生施設として建
築された国内最古級の木造芝居小屋。外
観は洋館風、内装は典型的な和風芝居小
屋という和洋折衷の造りが特徴です。

国立公園八幡平地域をはじめとする八
幡平エリアにあり国内有数規模の湯量
を誇り、古くから湯治場として賑わう豊
かな自然に囲まれた温泉郷です。

世界自然遺産登録地白神山地の原
生的天然ブナ林を疑似体験できます。
「400年ブナ」や「わき水」、
「 モリアオ
ガエルの池」
があります。

国重要無形民俗文化財に指定されてい
る「男鹿のナマハゲ」の面やケデ（衣装）
を展示、奇習なまはげ行事の映像も見
られます。

D 乳頭温泉郷

E 森吉山の樹氷

J ねぶり流し館

K 獅子ヶ鼻湿原

田沢湖高原の最奥の乳頭山麓に点在す
る7つの湯宿。ブナの原生林に抱かれた
日本を代表する秘湯で、湯宿はそれぞれ
独自に源泉を持ち、泉質も多種多様です。

樹氷はゴンドラ山頂駅舎からも見るこ
とができ、徒歩5分で樹氷群を観賞でき
るのが魅力。新緑・紅葉の季節もさるこ
とながら、冬の魅力は格別です。

秋田市を代表するまつり
「竿燈まつり」
をはじめ、土崎神明社曳山行事の曳山・
梵天など、民俗芸能を展示。本物の竿燈
に触れ、
持ち上げることもできます。

中島台・獅子ヶ鼻湿原は鳥海国定公園
内、鳥海山の秋田県側、北西山麓に広
がる約26haの湿原湧水群。国指定天
然記念物に指定されています。

F旧池田氏庭園

G 六郷湧水群

L 増田の町並み

M 小安峡

「旧池田氏庭園」本家庭園は、平成16年
（2004）に国の名勝に指定。庭園は横
手盆地の田園地帯に営まれ、その敷地
はまるで浮島のような形をしています。

古来から百清水とも言われてきた豊か
な清水の里「六郷」。
コンコンと湧き出
る清水、緑あふれる木々。
まさに自然か
らの贈り物です。

明治中期に葉たばこや生糸で財を成
し、その繁栄を今に伝えているのが、短
冊形で大規模な主屋と、
「 内蔵」
と呼ば
れる土蔵です。

高さ60mの渓谷の底、切り立った岩盤
の間から熱湯が轟音とともに吹き出し
ている。木々に挟まれた渓谷と湯けむり
が作り出す景観は四季を通じて美しい。
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伝統工芸

秋田県の食＆伝統工芸

食
比内地鶏

樺細工

きりたんぽ鍋

21

秋田県を代表する郷土料理。半分
ついた新米を杉の棒に巻き付け炭
火で軽く焼いたものを切り、
ゴボウ
やセリ、舞茸や比内地鶏を醤油味
のだし鍋に入れ食す。風味豊かなき
りたんぽ鍋です。

「薩摩鶏」
「 名古屋コーチン」とともに、
日本三大美味鶏のひとつ。適度な歯ご
たえとダシ汁の美味さは比内地鶏の最
大の特徴です。

秋田杉の板を曲げて成形する技法が大
きな特徴。木の弾力性を活かしながら、
軽量で吸湿性や断熱性も備え、秋田杉
のぬくもりが感じられます。

山桜の樹皮を使用しており、200年を
超える伝統の技法を受け継ぐ。樹皮の
模様と、深く渋い独特の光沢が外見上
の大きな特徴となっています。

石焼き料理

じゅんさい

楢岡焼き

組子細工

木製の手桶に男鹿近海で獲れた魚介類
や野菜を入れ味噌で味を調え、この中
に真赤に焼けた浜石をほうり込む料理
法。味を損なうことなく煮上がります。

沼や池に自生する植物。夏季に水面いっ
ぱいに浮葉が広がる、水面下の寒天状
のぬるぬるとした透明な粘質物にまと
われた幼葉や葉柄を摘んで食します。

秋田県内でもっとも長い140年余の歴
史をもつ焼き物。群青色の釉薬、海鼠釉
が鮮やかな色合いを出し、実用性と美
しさを兼ね備えています。

「組手」
といわれる細く薄い棒状の木材
を接着剤、ねじ・釘などは一切使わず精
巧に組み合わせて、美しい模様を編み
出していきます。

岩牡蠣

稲庭うどん

秋田銀線細工

川連漆器

活火山である鳥海山から流れてきた山
の栄養分によってプランクトンが増え、
それをエサにしている岩牡蠣には栄養
がたっぷり含まれます。

おいしさの秘密は、300年以上にわ
たって受け継がれてきた伝統の技とそ
の工程にあります。麺にこしを与え、口
触りとのど越しを生み出します。

細く線状にした純銀の「銀線」を、伝統
の技法でさまざまな模様に製品化。銀
が放つ貴金属の輝きと、精緻な模様が
風合いを醸し出します。

特長である堅牢さは、柿渋と炭粉を混ぜ
たものを塗る「地炭つけ」、柿渋を塗り更
に研ぐ「柿研ぎ」を行い、生漆を塗る「地塗
り」の下地工程の丹念さによるものです。
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大館曲げわっぱ
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