いつもヒトミ観光バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。5月・6月のバスツアーをご案内いたします。引き続き
感染対策を行いながら、安心してツアーを楽しんでいただけるよう精一杯実施させて頂きます。気になるツアーがありましたら
是非ご検討ください。お問い合わせ、お申込み心よりお待ちしております。

出発日

5/23(月)出発 ・ 6/4(土)出発

出発日

長野

長野

１

２

6/12(日)出発
風情たっぷり日本の歴史

善光寺七年に一度の盛儀

信州善光寺御開帳での前立御本尊参拝は内陣ではなく無料の外陣からの参拝となり
ます。また混雑状況により、回向柱にお触り頂けない場合もございます。予めご了承ください。
※参拝券、法要料は別途料金が必要となります。
※善光寺の両ツアーは行程時間の都合上田辺発となります

田辺発（各地6:00～6:30）＝途中ＳＡ（休憩）
＝ 恵那ＳＡ（自由昼食）＝奈良井＝長野ロイ
ヤルホテル泊（17:20着） 朝 ✕ 昼 ✕ 夕 〇

奈良井中山道沿いに南北約1km、東西約200mの範
囲を占める文部科学省選定の「重要伝統的建造物保
存地区」で、日本最長の宿場。

ホテル(7:30発) ＝善光寺大門前＝姨捨SA＝
飯田又は駒ケ根（昼食）＝途中ＳＡ（休憩）＝
各地（21:00～21:30）
朝 〇 昼 〇 夕 ✕
※バスは1時間半から2時間につき1回休憩致します。
※上記旅行代金は2名1室～1名1室での料金とな
ります。3名以上のグループ参加はお問い合わせく
ださい。
※①番のコース2日目の昼食は５/２３出発便は
駒ヶ根、6/4出発便は飯田となります。
最少催行人数 20名

添乗員同行します

田辺発（各地6:00～6:30）＝途中ＳＡ（休憩）
＝郡上八幡（昼食）＝高山＝平湯温泉（岡田
朝 ✕ 昼 〇 夕 〇
旅館）泊（17:20着）

郡上八幡食事後自由散策のお時間をとっていますの
で、郡上八幡城やノスタルジックな城下町をご散策。
高山商人の町として発達した上三之町を中心に、江戸
末期から明治期に建てられた屋敷等が軒を連ねる古い
町並みをお楽しみ下さい。※バス駐車場は神明駐車場
を予定しています。

平湯温泉（8:00発）＝上高地＝大王わさび
農園（昼食）＝善光寺大門前 ＝長野（国際
21ホテル）泊（17:20着） 朝 〇 昼 〇 夕 ✕

上高地日本の貴重な【風景の財産】として、特別名
勝・特別天然記念物に指定される上高地♪「神の降り
立つ地（神降地）」とも称される日本屈指の山岳景勝地
として、年間150万人もの人々が訪れます。

国際21（8：00発）＝姨捨SA＝馬籠宿（昼食）
＝途中SA休憩＝各地(19：00～20：00)
朝

ツアー詳細は
こちらから⇒

〇

昼

〇

夕

✕

馬籠宿お食事の後は石畳が敷かれた坂に沿う宿場
町。坂道の両脇にはお土産屋さんや昔ながらのカフェ
が並び、食べ歩きやお買い物楽しむことが出来ます。

３

兵庫

出発日

5/4(水)

４

滋賀 出発日

5/15(日) ・ 6/22（水）

ラコリーナ近江八幡でお買い物ツアー

三田芝桜の名所 花のじゅうたんと
サラダビュッフェのランチご堪能の旅

食事 昼〇（サラダビュッフェ）

食事 朝 ✕ 昼 〇 夕 ✕

各地（７:3０～８:3０） ＝キリン工場（サラダ
ビュッフェの昼食）＝三田花の絨毯＝かねふく
めんたいパーク＝各地（18:50～19:50）

各地（７:2０～８:2０） ＝石山寺（近江牛鍋の
昼食）＝ラコリーナ＝道の駅かがみの＝各地
（19:45～20:45）

５

６

兵庫 出発日

5/25(水) ・ 6/19（日）

行こう！日本で最初に生まれた島・
淡路島でパワースポット巡り

食事

徳島 出発日

5/29(日) ・ 6/30（木）
食事

6/26(日)

神戸で満喫！圧巻のあじさい園散策＆
新感覚⁈都市型水族館を満喫

昼〇 （鯛しゃぶ御膳）

各地（７:2０～８:0０） ＝絵島で15分滞在＝淡路ハイ
ウェイオアシス（昼食＆お買い物）＝伊弉諾神宮＝赤
い屋根（お買い物）＝おのころ島神社＝
各地（18:50～19:50）

７

兵庫 出発日

食事 昼〇 （オリエンタルホテル2段重ね弁当）
各地（7:00～８:0０） ＝神戸森林植物園（国際親善
の森・アジサイ園）＝atoa（都市型水族館）＝
各地（18:15～19:15）

世界26ヵ国の名画を陶板で原寸再現

大塚国際美術館 日帰りシャトルバス

なし

車庫（7:00発）～田辺駅7:15～みなべ7：45＝途中SA休憩＝

淡路SA＝大塚国際美術館11：30着（約4時間滞在）＝
淡路ハイウェイオアシス＝途中SA休憩＝みなべ20:00～田辺駅
20：30＝ヒトミ観光バス車庫（20：45）
※大塚美術館のツアーは行程時間の都合上田辺発からとなります

最少催行人数 20名

添乗員同行なし

※昼食は旅行代金に含まれておりません。自由食となります。
※館内での食事は地下２階、カフェ・ド・ジヴェルニーをご利用頂けます。（他レストランは休業中 R4年4月8日現在）
※滞在時間4時間ですので退出時に申出れば当日のみ館内再入場可能です。周辺観光地（高速観潮船・大鳴門橋架橋
記念館など ）を楽しむことも出来ます。※退出時は必ず申し出てください。

Go To トラベルは現在再開の詳細は発表されておりません。再開され割引適用するには、ワクチン接種もしくは
PCR等陰性証明が必要となる場合があります。再開時にはお申込み頂いたお客様に支援後の旅行代金と併せてご
連絡致します。

随時
営業時間：9:30～17:30（日・祝休み）

電話・メール・来店にて受付致します。
１名様より参加可能(一部除く)

・各地集合時間につきましては、出
発日の 約２週間前より随時 案内状にてお知らせいたします。
・乗車地の変更につきましては、なるべく 出発日の7日前まで にご連絡ください。

※予約時に代表者様とお連れ様の以
下の項目をお伺いいたしますのでご
準備ください。
①氏名 ②生年月日(旅行保険の為)
③住所 ④電話番号(自宅・携帯)
⑤緊急連絡先 ⑥乗車地

《バスの座席について》

基本的にはお申し込みいただいた順に、前方から席割りをさせていただいて
おります。前方座席(１～３列目まで）ご希望の方は、座席指定も承りますので、
ご予約時にお申し付けください。(先着順）
（※有料 ＠500円追加となります）

⑦お支払い方法
⑧お食事のアレルギー

重要！！新型コロナウィルス感染拡大における当社の対応とGO TOトラベルについて
すべてのツアーにおいてコロナウイルス感染状況により食事施設、観光地等の営業時間短縮や臨時休業などが発生する可能
性が考えられます。可能な限り変更等行いますが、ツアーが中止となる場合もございますので予めご了承ください。
Go To トラベルは現在再開の詳細は発表されておりません。再開されましたら、ワクチン接種もしくはPCR等陰性証明が必要と
なる場合があります。再開時にはお申込み頂いたお客様に支援後の旅行代金と併せてご連絡致します。

【基本乗車コース】

※善光寺の両ツアーは行程時間の都合上田辺以降 発～となります。その他ご
乗車の方はご相談下さい。

基本コースは白浜～上富田～田辺～みなべ の順番となっています。また、ルート途中でも交通の妨げにならず
バスが停車出来る場所では乗降可能です。 ※往路･復路や目的地方面により順番が変更になるときがあります。
※その他乗降場所につきましてはご相談下さい。
白浜
①白浜駅
上富田
②郵便橋西 ③アピア手前JA付近）
田辺
④田辺駅
⑤大浜（市役所前） ⑥元町エバーグリーン前
⑦芳養駅前
みなべ
⑧梅ヶ丘
⑨バリューハウス前
印南
⑩高速（印南SA）

新型コロナウイルス感染防止に向けた当社の取り組み

（例）共用エリアの消毒や消毒液の常設、
従業員のマスク着用などが徹底されています。

当社ではお客様、地域の皆様の健康と安全を第一に考え、お客様に安心して旅行をお楽しみいただけるよう
安全対策を徹底します。
ご参加いただけるお客様には、厚労省が推奨している ワクチン検査パッケージ
種済み・PCR検査・抗原検査等の証明書を、ツアー日までに提示して頂きます。

に基づいて・ワクチン接

※その際、提示いただけないお客様にはツアーの参加をお断りさせて頂く場合がございます。
■食事回数／ 各ツアーごとの詳細をご覧ください。■添乗員／同行します。■バスガイド／乗務致しません ■利用車種／大型バス、又は中型バス・小型バスを使用
致します。座席は基本的に申し込み順となりますが前方･後方を希望される場合は事前にご相談下さい。（ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承く
ださい。）又、奇数名で申込みの場合は相席となる場合がございます。 ■お出迎えプラン／方面別の運行を致しますので他の参加者様と同車輌を使用いたします。
■最少催行人員／20名様（人数に満たない場合は催行を中止いたします） ■この旅行は日の丸観光バス株式会社（和歌山県知事登録旅行業第2－290号）が企画す
る旅行を有限会社ヒトミ観光バス（和歌山県知事登録旅行業者代理業第45号）が販売しています。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（旅行契
約）を締結する事となります。又、ご旅行条件は申し込み時にお渡しするご旅行条件書及び当社旅行業約款によります。
■最終日程表／原則、1週間前までにお
渡しさせて頂きますがお申込みが旅行開始日の8日前に当たる日以降の場合、旅行当日にお渡しする場合があります。 ■旅行契約／当社が申込書と旅行代金を受
領した時に成立致します。 ■旅行代金に含まれるもの／コース内容に明示した交通費・食事代金・入場料 ■特別補償／当社の旅行業約款の特別補償規定で定め
るところにより、一定の損害について補償金･見舞金をお支払いします。ご心配な方は最寄りの保険代理店にて任意保険をご加入下さい。 ■キャンセル料／旅行開始
日の前日より起算して10日目に当たる日以降の解除＝旅行代金の20％／7日目に当たる日以降の解除＝旅行代金の30％／ 旅行開始日の前日の解除＝旅行代金
の40％／ 旅行開始日当日の解除＝旅行代金の50％／ 旅行開始後、無連絡の解除＝旅行代金の100％ ■未成年者のみでご参加の場合は保護者の同意書が必
要です。 ■免責事項／天災事変などの不可抗力の事由により生じた障害、お客様の法令又は、公序良俗に反する行為により生じた損害、また見学施設・食事施設な
どによる当社以外の責によって生じた損害。 ■個人情報／お客様から頂いた個人情報は当社からの旅行案内・連絡に利用させて頂く以外には使用しません。

【企画】 日の丸観光バス株式会社 和歌山県知事登録旅行業第2-290号国土交通大臣指定 社団法人全国旅行業協会会員
たび丸ツアー南紀代理店 〒646-0061 和歌山県田辺市上の山1丁目664-3
【販売】 和歌山県知事登録旅行業者代理業 第45号
旅行業務取扱管理者 角 大吾
ツアー運行バス会社（有)ヒトミ観光バス

Web : https://www. hitomikankobus.co.jp

個人情報の取扱い
お客様の個人情報は、当該旅行サービスのご案内のみに使用し、それ以外の目的で使用することはございません。またお客様の同意なしに第三者にお伝えする事はありません.

