
ご旅行条件（要旨）
この旅行は下記旅行条件（抜粋）及び当社旅行業約款（募集型
企画旅行契約）によります。

●お申し込み方法
　旅行条件を説明した書面をお渡しします。事前にご確認の上
お申し込みください。

●旅行代金に含まれるもの
　行程表に記載された日程の運賃・宿泊費・食事代・旅行取扱
い料金、入場料金及び消費税などの諸税。

●お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたし
ません。

●旅行代金のお支払いと契約の成立について
　申込金（旅行代金全額）をご案内書到着後、7 日以内にお振
り込みください。当社が申込金を受理した時点で契約が成立
したものとします。

●子供料金は指定がないもの以外は、4才～小学生とします。
●座席は受付の早い順とさせていただきます。座席指定の希望
もお受けしますのでお申し込み時に問い合わせください。

●旅行代金欄に特段の明記が無い場合、1室 4～6名定員です。
但し別途料金を申し受け別室を用意出来ることもあります。

●日程中の時刻およびコースは、道路状況ならびに気象状況に
より変わることもあります。

●記載の発着時刻は予定です。
●最少催行人員　この旅行は参加者25名に満たないときは実施
を取りやめる場合もあります。

●取消料（お客様のご都合により旅行を取消しされる場合はお
一人様につき次の取消料をいただきます。）

●お客様に対する責任及び免責事項　この旅行において発生し
た事故などに対する責任は当社旅行業約款に基づきます。
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車内のシートベルト装着にご協力ください。バス車内は禁煙になります。

お問合せ・お申し込みは旅行企画・実施・主催
長野県知事
登録旅行業
2-377号

026-295-8310TEL
（受付直通）

TEL 026-295-8300  
FAX 026-295-8301
〒381-0011 長野市大字村山471-1

E-mail : kankobus@nagadenbus.co.jp
ホームページ　http://www.nagadenbus.co.jp/

月～金曜日9:00～18:00
（土・日曜・祝日は休業となります）

受付時間　このマークは、貸切バスをご利用される
お客様が安心してバス会社を選択できるよう、
安全に対する取組状況が優良なバス会社で
あることを示すシンボルマークです。
　長電バスは三つ星（最高ランク）の認定
事業者です。

※詳細は別途資料に同封いたします。新型コロナウイルス 感染症予防対策 
１社員の対応 
●バス乗務員・添乗員は、ワクチンを２回　接種済みです。
●バス乗務員もマスクの着用を徹底いたします。
●バスガイド・添乗員は、飛沫感染防止のため、原則着席でご案内いたし
ます。
2 乗車定員について 
●バスの乗車定員は原則３０名未満 ( 定員の半分 ) とし、一定の間隔で空
席を設け、密を避けた配席を行います。

3 車内
●バス乗降口にお客様がご利用いただける消毒液を設置します。
●車内空調は常に外気導入モードで車内換気を行います。
●長時間駐車する場合は、定期的に車内換気・消毒を行います。
4 お客様への対応・お願い
●お客様にはマスクの着用をお願いしております。
●出発前にお客様の体調確認（体温・体調）を行います。
●バス車内では飛沫感染防止のため、車内における食事、飲酒、大声での
　会話は原則禁止とさせていただきます。

長電ホテルズ
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長電ホテルズ
ペアで6名様ご招待
長電ホテルズ
ペアで6名様ご招待
長電ホテルズ
ペアで6名様ご招待
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全旅行終了後、謝恩旅行参加者の中から、抽
選により当選決定いたします。尚、当選者への
発送をもって発表にかえさせていただきます。

上林ホテル仙壽閣1
野沢グランドホテル2

ご参加いただいたツアー内容に応
じてポイントを差し上げます。3ポ
イントで1,000円キャッシュバック
いたします。詳しくは車内にてご
案内いたします。

共通ポイントカード共通ポイントカード

すでにお持ちの方
は、ツアー参加時
に忘れずにご持参
ください。

2組
4名様

1組
2名様

和 食 会 席　伝統を重んじながら新しい食文化を創造し続ける和食会席がお楽しみいただけます。
フランス料理　ホテルならではの繊細かつ大胆な発想のフランス料理がお楽しみいただけます。
中 国 料 理　日本人好みの味付けで、身体にやさしい中国料理がお楽しみいただけます。

夕食グレードアップ＆
フランス料理・中国料理プラン

のご案内

お１人様2,200円(税込)の追加料金で下記の料理内容へご変更いただけます

秋の秋の
2 0 2 1

四 季 の か お り

【弊社からお客様へのご案内】
お客様の健康状態を確認させていただく為、旅行
当日健康チェックシートをご提出いただきます。
旅行当日に発熱など体調が悪い場合や健康チェック
シートに該当するものがある場合は、旅行の参加をお
断りさせていただくことがございます。
また、旅行参加中に体調を崩された場合も同様の対
応を取らせていただきます。ご了承ください。
国や県・市町村の要請により、見学や立寄施設が休
館になった場合、行程を変更する可能性があります。

【GOTOトラベルについて】
現在GOTOトラベル事業は一時停止となっておりますが、事業再
開後は支援ルールに基づき割引を適用させていただきます。
正式に再開が決定した際は、準備が整い次第、該当コースにつ
きましてHPやお電話でご案内いたします。
また、事業内容によっては助成対象とならないコースもございま
す。
※GOTOトラベル事業が再開されない場合、割引支援の適用は
ございません。その際、既にご予約済みの旅行を取消する場合、
規定の取消料が適用されます。

長野県又は当該地域に緊急事態宣言又はまん延防止等重
点措置が発令された場合、安全確保の観点から本ツアーは
催行中止とさせていただきます。
その場合、旅行代金は全額返金いたします。また旅行中に
発令された場合は、サービスの提供が完了している部分は
お客様にご負担いただき、未提供の部分に関してはご返金
いたします。発令前のお客様の判断によるお取消について
は、規定の取消料が適用されます。ご了承ください。
なお、国から旅行参加者制限の通達があった場合、該当に
なるお客様へご連絡いたします。
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月
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月
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東北信地区各地（5:45～7:30頃）=HW=蒲郡オレンジパーク（昼食）=かんざんじロープウェイ（乗車）・・
※浜名湖オルゴールミュージアム（見学）=※うなぎパイファクトリー（見学）= 浜名湖・雄踏温泉　
ダイワロイヤルホテル THE HAMANAKO（ザ・浜名湖）（宿泊）（16:10頃）

ホテル（8:15 発）= 形原漁港・山本水産 味のヤマスイ（買物）= カクキュー 八丁味噌の郷（見学）
=真福寺（昼食）=瀬戸蔵ミュージアム（見学）=HW= 東北信地区各地（18:00～20:00 頃）

道の駅ふるさと豊田／信州中野駅P（有料）／小布施駅／須坂駅P（有料）／長電バス長野営業所（村山）P ／ 
JR長野駅東口ユメリアバスパーク ／ 道の駅ヘルシーテラス佐久南P　など

主な乗車
予定場所 ご相談ください。

夕昼

昼朝

■１室２～３名様の場合、洋室。
　１室４～５名様の場合、和室または和洋室。
■禁煙部屋利用。
■小人料金については申し込み時にお問い合わせください。
■朝食1回、昼食2回、夕食1回付　
■夕食時、お酒又はソフトドリンク1本付
■夕食別宴会をお受けいたします。
　（10名様以上）但し、事前予約要
■添乗員同行　■最少催行人員20名

2名様から同料金2名様から同料金
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障害者差別解消法に関するご案内　お客様の状況によっては、当社の手配内容に含まれていない特別な配慮・措置が必要になる可能性があります。詳細は別途お渡ししております「旅行条件書」の「お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置（食物アレルギー等も含む）が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。
安全なバス運行について　当社では、お客様の安全確保を第一とし道路運送法第9条の2第2項に基づき、適正な範囲内の運賃・料金の運行をいたします。また、旅行業法に基づき旅行取扱主任者の責任下においてコース等を作成並び手配をし、当社の旅程管理者が同行・添乗をしツアーの安全及び旅程を管理いたします。

※写真はすべてイメージです。
　利用バス会社・・長電バス（株）
　または同等クラス

※写真はすべてイメージです。
　利用バス会社・・長電バス（株）
　または同等クラス

ゆうとう

（ザ ・浜名湖）

夕食料理

かんざんじロープウェイ

大浴場

露天風呂

三河名物！真福寺の竹膳料理。

蒲郡オレンジパーク名物！
あさり釜まぶし御膳。

瀬戸蔵ミュージアム
SETOGURA MUSEUM

瀬戸焼の総合博物館。復元されたやきもの工場や
商家など、懐かしい昭和の街並みをめぐりながら、
瀬戸焼の歴史と文化にふれることができます。

　日本で唯一の湖上をわたるロープウェイに乗った
先、大草山の山頂にある自動演奏楽器の博物館。
　屋上展望台より360°の壮大な浜名湖の景観が
一望できます。

ＤＡＩＷＡ ＲＯＹＡＬ ＨＯＴＥＬ １泊２日１泊２日

特別応援企画！！特別応援企画！！
日頃の感謝を込めて日頃の感謝を込めて

※臨時休業日などの諸事情で、浜名湖ガーデンパークへ見学場所が変更となる場合があります。

出発日

ダイワロイヤルホテルの中でも数少ないフラッグシップホテルの、ザ・浜名湖。
コンセプトは格調高く気品にあふれ、華麗で優雅な超高級ホテル「THE＝誇り」。
ゆとりという贅沢なひとときを、自家源泉スパとともに、お楽しみいただけます。

湯田中 営業所

飯　山 営業所
　

飯　綱 営業所

TEL 0269-33-2563
TEL 0269-62-4131

TEL 026-253-2250
（飯綱営業所は、土・日曜・祝日は休業となります。）

（上記の各営業所では、土・日曜・祝日も受付をしております。）
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8（月） 得11（木）
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得25（木） 得30（火）

得 6（月）


