ＮＯ．１号

１

熊野古道

★熊野古道シリーズ★

伊勢

２

☆伊勢神宮内宮と

ウォーキングツアー

第2回 滝尻王子～高原熊野神社
語り部ヨッシーと歩く♪

おかげ横丁散策ツアー☆

バスツアー

バスツアー

5,000円
出発日

8/22(日)

お支払い実額

通常価格
旅行代金

5,000円

10,000円

9/25(土)

10/10(日)

通常価格
旅行代金（お一
人様・税込）

お支払い実額

7,980円

15,000円

リフレッシュクーポン2000円付

行程内容

各地(7:30～8:30)＝＝熊野古道館（20分）
歩行距離：時間
＝＝滝尻王子～～高原熊野神社（210分）
滝尻～高原熊野神社まで
約3.7ｋｍ：約3時間30分
＝＝昼食（60分）＝＝各地(15:30～16:30)
①滝尻王子は熊野の神域への入口として古くから重んじられています。
②語り部ヨッシーのお話で熊野古道の魅力にどっぷりはまって頂きます。
③昼食は霧の里たかはらでランチ＆デザートをお楽しみ下さい。
④小型もしくは中型バスで高原までお迎えとなります。

★
ポ
イ
ン
ト
★

出発日

9/4(土)

熊野古道の高原までは最初に急な登坂がありますが、語り部さんのお話を聴きなが
ら、ゆっくりと進んで行きますので体力に自信がない方も安心してご参加ください。

行程内容

★
ポ
イ
ン
ト
★

各地(7:00～8:00) ＝＝昼食（45分）
＝＝伊勢神宮内宮（50分）＝＝おかげ横丁（90分）
＝＝みやげセンター王将（30分）
＝＝各地(20:30～21:30)

①昼食は伊勢の名物料理をご堪能下さい。
②伊勢神宮内宮とおかげ横丁を散策。名物赤福餅もこちらでご購入
いただけます。
③みやげセンター王将にてお買い物をお楽しみください。
※バスは国道42号線

串本経由のルートをご利用致します。

※バスの座席は予約順となっております。また、グループ以外での相席は致しません。
※お１人様でのご参加も大歓迎です。

友ヶ島

３

語り部と行く友ヶ島＆
伝統の紀州和膳ご堪能の旅♪

熊野三山 那智・速玉・

４

本宮大社

パワースポット巡り

いろどり会席で満喫の旅♪

バスツアー

出発日

8/29(日)
通常価格

旅行代金

15,000円

バスツアー

出発日

9/26(日)
お支払い実額

7,500円

旅行代金

①地元和歌山にある『天空の城ラピュタ』の世界と言われている友
ヶ島へ、語り部がご案内致します。
★案内コース★
桟橋→第三砲台跡→タカノス山展望台→桟橋
②昼食は，季節の素材を活かし、からだにも優しいほっこりとした
和膳をご用意しています。景色と一緒にお楽しみください。
♦♦♦天候不良の場合のご案内♦♦♦
荒天などにより友ヶ島汽船が欠航となった場合は、深山第一砲台と淡島神社へご
案内致します。その際はフェリー代相当のお土産をご用意致します。また、変更
に伴う返金などはございませんので、予めご了承ください。

10,000円

9/12(日)
お支払い実額

5,000円
リフレッシュクーポン2000円付

行程内容

各地(8:30～9:30)発＝＝休暇村紀州加太(90分)＝＝
加太港～（20分）～友が島(120分)～（20分）～加太港
＝＝各地(17:10～18:10)
★
ポ
イ
ン
ト
★

8/28(土)
通常価格

リフレッシュクーポン2000円付

行程内容

熊野三山

各地(7:00～8:00)発＝＝道の駅すさみ(20分）＝＝那智大社～
那智の滝（９０分）＝＝昼食(60分)＝＝速玉大社(60分)
＝＝本宮大社(60分)＝＝各地(18:40～19:40)

★
ポ
イ
ン
ト
★

①那智の滝・青岸渡寺・那智大社をご案内致します。
②昼食は、休暇村南紀勝浦で熊野灘の青い海原を眺めながら
会席料理をご堪能下さい。
③速玉大社は熊野川河口に鎮座し、境内にはご神木とされる
天然記念物の「ナギの木」の大樹があります。
④かつては「蟻の熊野詣」とよばれ全国から人々が訪れた
すばらしい地元の世界遺産でパワーを感じて頂きましょう。

※食事場所や施設によってはコロナの影響により予告なく休業となることも考えられます。
食事場所の変更やツアー中止の場合もあることをご了承いただきツアーに参加申し込みしてください。
※ツアー参加人数により小型バス・中型バス・大型バスになることが有りますのでご了承ください。

※熊野那智大社には４７３段、本宮大社には１５８段の階段がござい
ますので、歩き易い服装や履きなれた靴でお越し下さい

★

た び 丸 ツ ア ー N A N K I

★

※バス車内では他のグ
ループの方との相席は
ございません。

こんにちは。田辺市で貸切バス事業を営んでいます。有限会社ヒトミ観光バスです。
この度、ヒトミ観光バスは日の丸観光バス株式会社の旅行代理店。たび丸ツアー南紀代理店として旅行の商品を販売す
ることとなりました。
地元の皆様に喜んでいただける企画商品を販売し、思い出に残る旅のお手伝いをしてまいりたいと思っていますの
でどうか宜しくお願い致します。
今度の休日には是非、たび丸ツアーでお出かけしてみませんか。
大切な地元の皆様へ
感染予防対策はバッチリですので、安心してご参加ください。

わかやまリフレッシュプラン２nd

電子チケットを使えなかった方に朗報♪

7月12日にわかやまリフレッシュプラン２ndの電子チケットの販売が予算に達し終了となりました。今後追加予算等
の見込みは立っていません。（７月１５日現在）
【すでにお手元に電子チケットを購入済の方は10月31日までの予約で12月31日までご利用頂けます。】
しかし、あっという間に終わってしまった為、せっかく旅行を考えていたのに電子チケットを購入出来なかった。
という方からの問い合わせのお声もたくさん頂いています。この度、たび丸ツアー南紀代理店ではネット環境がないお
客様にも電子チケットを使わずにリフレッシュプランをご利用いただけるツアーを販売させて頂く事となりました。
予算枠には限りがあり、先着順となっていますのでお早めにご予約お願い致します。
また、たび丸ツアー南紀代理店では、地元の方々への応援の気持ちと弊社の旅行会社オープンの記念も込めまして

こちらは、リフレッシュプランの対象ではありませんが伊勢神宮への参拝ツアー（コース②）を特別価格
にて販売させて頂きます。みなさん、長らくコロナ過で不便な毎日を過ごしています。
地元の皆さんがこの旅行で少しでも喜んで頂ければ幸いです。
是非一度、ご検討の程宜しくお願い致します。
たび丸ツアー南紀 角 大吾

笑顔のために

ネット環境がないお客様へ
割引後の金額（赤字で表示）をたび丸ツアー南紀にて現金でお支払い頂きます。リフレッシュクーポンは
旅行の当日に配布致します。クーポンの利用期限は旅行当日のみとなっています。詳しくはお電話またはメール・FAXにてご連絡
ください。

【基本乗車コース】
基本コースは白浜～上富田～田辺～みなべコースの順番となっています。
また、ルート途中でもバスが停車することが出来る場所では乗降可能です。
白浜
上富田
田辺

みなべ
印南･御坊

①湯崎
②まる公園
③桟橋
④藤島
⑤桃ノ木 ⑥白浜駅
⑦郵便橋西
⑧朝来アピア(R42号)
⑨新庄グルメシティ前
⑩橋谷
⑪つぶり坂
⑫田辺駅
⑬大浜
⑭元町エバーグリーン前
⑮明洋ローソン前
⑯芳養駅前
⑰大屋
⑱みなべ堺
⑲梅ヶ丘
⑳バリューハウス前
㉑みなべICファミマ
㉒高速（印南SA）
㉓御坊市役所

※バス停によっては、マイクロバスでお迎えにあがる場合がございます。
※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。

電話・来店にて受付致します。
営業時間：9:30～17:30（日・祝休み）

お申込み条件：１名様より参加可能(一部除く)

《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）
和歌山リフレッシュプラン２ｎｄについて

新型コロナウイルス感染防止に向けた当社の取り組み
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。
マイカープランでは感染予防策が確実に実施されている宿泊施設を選
定しています。 （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。

〈各地集合時間につきましては、出発日の
約２週間前に 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１５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 ⑦お支払い方法 ⑧お食事のアレ
ルギー

このチラシの商品ナンバー①・③・④はすべて、わかやまリフレッシュプラン対象商
品となっています。詳細は【わかやまリフレッシュプラン販売促進事務局】のホーム
ページをご覧ください。
※出発日までに、開始されない場合は適用外の正規料金となります。また、県内の今後の感
染状況により、キャンペーンが中止や中断する場合があります。予めご了承下さい。
※食事場所や施設によってはコロナの影響により予告なく休業となることも考えられます。
食事場所の変更やツアー中止の場合もあることをご了承いただきツアーに参加申し込みして
ください。

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.
■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／10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

