
告知事項　□申込者全員が新型コロナワクチンを3回以上接種または旅行出発日に有効な陰性証明書を取得することを確認したうえで申し込みます。
　　　　　　　　　 ※ワクチン接種証明書は旅行お申込み箇所、陰性証明書は旅行出発日までにお申込み箇所または添乗員にコピーをご提出いただきます。

取扱会社名グループ名

旅行申込書
紹介者名 紹介者連絡先TEL

携　帯

　　　　  　　  月　　  日

※告知事項の□に✔を入れていただき、全ての項目をご記入下さい。※旅行代金は出発日の2週間前までに全額お支払い下さい。

申込書に記載された個人情報は、お客様との間の連絡に利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において、運送・宿泊・そのほか関連業者等の提供するサービスの手配およ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。個人情報の取扱について

●ご希望乗車場所　①旧辰野（営）　②箕輪（営）　③伊那バスターミナル　④伊那バス本社前バス停　⑤宮田バス停　⑥駒ヶ根バスターミナル　⑦福岡車庫　⑧松川（営）　⑨または国道153号線沿線（　　 　　　　　　　　　　　　　）　
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はままつフラワーパークから奥山方広寺と遠江國一宮小國神社をめぐる

浜名湖雄踏温泉
ゆう　　　　　　　　 　とう

第29回 伊那バスグループ謝恩企画

日次

朝  

昼  

×

×  

昼  

夕

食事行　　　程

１
日
目

２
日
目

辰野＝各地＝松川ＩＣ＝高速道＝恵那峡SA＝土岐JCT＝高速道＝豊田東JCT＝

高速道＝岡崎SA＝浜松いなさIC＝奥山方広寺＝

浜松市内（昼食）＝はままつフラワーパーク

＝浜名湖雄踏温泉（泊） 「ダイワロイヤルホテル THE HAMANAKO」

ホテル＝花の舞酒造（見学・試飲・お買い物）＝浜松浜北ＩＣ＝高速道＝

遠州森町SＩＣ＝遠江國一宮小國神社＝遠州森町SＩＣ＝高速道＝藤枝岡部ＩＣ＝

焼津さかなセンター（昼食・お買い物）＝焼津ＩＣ＝高速道＝清水JCT＝高速道＝

新清水JCT＝高速道＝増穂PA＝双葉JCT＝高速道＝伊北ＩＣ＝各地＝松川（営）

6：00頃発　　　 7：40                      　  8:30～8：45                                      　 

　　　　　 9：45～10:00　10：40　　　　 11：00～12：30 お寺の方の解説と境内拝観

12：50～13：40　　　  14：00～15：30 

　 16：00頃着

9：00頃発  9：50～10：40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　11：10～12：00

12：40～14：10 昼食はまぐろづくし！　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 15：15～15：30　　　　　　　　　　  16：40　　　　　　  18：30頃着　

安全・安心なツアーのために
（ワクチン・検査パッケージ適用）

旅行日当日、37.5度以上の熱がある場合はツアーへのご参加をご辞退くださいま
すようお願いいたします。（※キャンセル料はかかります）また、バス車内では常
にマスクを着用していただき、乗車時の手指消毒のご協力をお願いいたします。
（飲食につきましては制限はございません。）
※今後、新型コロナウイルスの感染状況によりバス協会のガイドラインが変更に
なることもございます。

企画参加会社 （伊那バスグループ） ワイプラザ・伊那バス観光ヨコハマタイヤジャパン

中型バス20名様以上、大型バス30名様以上で買上をお受けいたします。買上人数が不足する場合は交通費の差額をお支払いいただきます。
8名様以上のお申込みの場合で別会食場をご希望のお客様は旅行申込時にお問い合わせ下さい。（ただし会場の都合によりお受けできない場合もございます。）買上・別会食場ご希望のお客様へ

備考（お部屋割り・バス座席のご希望）

夕食のご希望

みのわ

●この旅行は次に掲げる条件（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。
◇この旅行は、ワクチン・検査パッケージを適用します。また、全国旅行支援の割引を受けられる場合もワクチン・検査パッケージの適用が条件となり、新型コロナ

ウイルスワクチンを3回以上接種されているか旅行出発日に有効な陰性証明書を取得していただく必要がございます。ワクチン接種証明は旅行お申込み箇所へ
コピーの提出をお願いいたします。陰性証明書は旅行日前日にお申込み箇所へコピーをご提出いただくか旅行日当日添乗員へコピーをお渡し下さい。

◇旅行代金に含まれるもの／交通費・宿泊代（１泊２食付）・昼食代（２回）・拝観料・添乗員経費・諸税
◇最少催行人員15名（20名様未満は中型バス、20名様以上は大型バスでの催行予定）
◇添乗員が随行します。
◇詳細は旅行出発日の１週間前までにお渡しします確定書面（最終旅程表）にてご案内します。
◇旅行契約成立後、取消料対象期間にお客様のご都合で契約を解除する場合は所定の取消料を申し受けます。
◇バス車内は禁煙とさせていただき、一般募集の場合はサロン席やカラオケの使用はできません。また、バスガイドによる湯茶のサービスも当面の間行いませんの

で予めご了承下さい。
◇宿泊施設では他のお客様との相部屋はお受けできません。
◇宿泊施設でのご夕食（和食会席）は、大広間にグループ様ごとご用意いたします。（お食事会場ではカラオケの利用はできません。）ご朝食はバイキングを予定して

います。
◇表面の写真はすべてイメージです。また、料理内容や器は季節等により内容が変更します。

旅行開始日10日前～7日前…
旅行開始日6日前～3日前……
旅行開始日の前々日・前日 ……

旅行代金の    5％
旅行代金の  10％
旅行代金の  20％

旅行開始日当日 ………………
旅行開始後 ……………………

旅行代金の  50％
旅行代金の100％

取  消  料（謝恩企画につき特別設定）

伊那バスグループ各社、ワイプラザ・伊那バス観光㈱まで

観光庁長官登録旅行業 第1830号 日本旅行業協会正会員　
旅行業公正取引協議会会員　総合旅行業務取扱管理者／村田  健

旅行企画・実施

お問合わせ・お申込み

伊那バス観光株式会社
長野県伊那市西町5230 Tel.0265-78-4321

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申込み下さい。旅行条件のご案内

※買上団体様の全部のお取消しの場合、旅行開始日の20日前以降より通常の取消料を申し受けます。

☆お子様の旅行代金はお問い合わせ下さい。

バス座席

お一人様3，０００円
追加で

２席ご用意します

旅行代金

大人お一人様（1室1～4名様）

平日・日曜日出発

土曜・休前日出発

2名様1室

41,200円
1名様1室

44,300円
3名様1室

38,200円
4名様1室

37,100円

TEL053-592-2222

■宿泊施設
ダイワロイヤルホテル THE HAMANAKO
〒431-0101
静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396-1

出発日

令
和
５
年

※印 土曜・休前日出発
利用バス会社　伊那バス（ガイド付）

1月 

2月

3月

15・20・21※・22・25・27・28※・29

１・４※・５・８・10※・11※・12・17

18※・19・20・22※・23・24・25※・26　

１・３・４※・５・10・11※・12・15

17・21・22・24・29・31

ご夕食について

2名様1室

37,900円
1名様1室

41,000円
3名様1室

34,900円
4名様1室

33,800円

フラワートレインに乗って園内周遊
（1乗車100円）と温室内見学

春爛漫

ダイワロイヤルホテル

THE HAMANAKOへの旅

１泊
２日

伊那バス
グループ
特典付！

和食会席（基本コース）またはバイキング、お一人様3,800円追加で洋食フレンチ・中華の中
からお選びいただけます。（洋食・中華・バイキングはレストランの予約状況によりお手配できない場合もございます。）
☆お部屋は洋室が基本となりますがご要望により和室または和洋室をご用意いたします。（但し満室でご用意できない場合もございます。）
※現在、館内の二次会場（クラブ・夜食コーナー等）は休業しています。
※毎年恒例のバス車内でのビンゴゲームは新型コロナウイルス感染症予防対策のため行いません。

全国旅行支援について

全国旅行支援適用の場合、
下記旅行代金より

お一人様 5,000円割引

希望されるお食事に○印を記入して下さい。同一グループ同一メニューとなります。（夕食スタート時間は18：00または18：30を予定しています）

①和食会席（本体／別宴会）※別宴会は8名様以上　  ②バイキング（追加料金なし）　③洋食フレンチ（＠3,800円追加）　④中華（＠3,800円追加）

■ 割引率 … 旅行代金の20％（交通付旅行商品 最大5,000円）
■ 観光クーポン券 … ●平日扱い日 2,000円　●休日扱い日 1,000円　※電子クーポン予定

１月以降の全国旅行支援につきましては、新たな行動制限が生じないことを前提に１月10日より再開することになりました。対象期
間につきましてはこれまでに措置した予算の範囲内で一律の終了日は定めず各都道府県において設定する予定です。謝恩企画に
つきましても静岡県の予算が終了した時点で旅行代金の割引ができなくなりますので予めご了承下さい。


