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全コース伊那バス利用

マスク着用

本ツアーはGoToトラベル事業
支援対象です
致します。以降のお申込みは通常旅行代金でのお支払いとなりま
す。
（GOTOトラベル事業は1月31日宿泊までの予定となります。）
対象期間：
●地域共通クーポンとは旅行中旅行先でお土産等の購入にご利用頂けるクー
2021年１月31日宿泊まで（予定） ポンです。
魚沼産コシヒカリと雪肌の湯

全てに
3コース 客 様には
のお
ご参加 れなく
も
0円 分 の
10,00 進 呈！
旅 行券

お客様と、スタッフの安全を最優先に考え、
安全・安心なツアーのために 伊那バスグループでは、
以下の取り組みをお願い、実施しております。

●旅行代金からGoToトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様お支払
い実額となり、この他に地域共通クーポンが付与されます。
●国からの給付金はお客様に対して支給されます。当社およびGoToトラベル事
務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますのでお客様は
旅行代金に対する給付金を差し引いたお支払い実額をお支払い頂きます。
尚、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。
●お客様は、当社およびGoToトラベル事務局による代理受領についてご了承の
うえお申し込みください。
●給付金は各販売窓口に配分される給付枠の上限に達し次第終了

1

うれしい
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バス車両清掃消毒

手洗い・消毒

外気導入・換気

検温

1人2席利用
1/2
詳しくは、
動画も
ご覧ください。

バス車内は一般募集、買上共にサロン設定、カラオケのご利用は中止させて頂きます。また飲食も極力お控え頂きます様お願い致します。
※一番前列（1A～D）は新型コロナウイルス対策の為、お取り出来ません。2列目から最後部までとなります。お申込のお客様には新型コロナ
ウイルス感染症対策の「しおり」をお渡ししますのでご旅行参加まで各自にて対策を徹底頂きますようお願い致します。

1バス
最大乗車人数

20名様

ホテル双葉

■宿泊旅館

〒949-6101

TEL 025-784-3357

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢419

ホテル双葉 客室

ホテル双葉 ままらく露天風呂
☆子ども料金及び3名・2名様一室の土曜・
休前日出発旅行代金はお問合せ下さい。

■お支払い実額 大人お１人様（1室４名様以上ご利用）
ホテル双葉 全景

行

西福寺開山堂

程
12：30～13：20

13：40～14：20

ホテルより徒歩約10分

9：40～10：20

10：30～11：40

ホテル＝湯沢IC＝高速道＝大和スマートIC＝西福寺開山堂「石川雲蝶社寺彫刻」
（見学）＝②魚沼醸造「米糀工場」
（見学、お買物）
12：10～13：30

15：20

17：20頃通過

朝 昼×

２日目

9：00発（②先の場合9：10発）

＝大和スマートIC＝高速道＝塩沢石打IC＝魚野の里（昼食、
お買物）＝豊田飯山IC＝高速道＝伊北IC＝各地
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おもてなしと美人になれる湯

土曜・休前日出発

24,700 〜29,500
円

旅行代金（お一人様）
旅行代金（お一人様）
給 付 額
地域共通クーポン券額
お支払い実額

4名様以上一室 3名様一室 2名様一室
38,000円 39,100円 41,300円
13,300円 13,600円 14,000円
6,000円
6,000円
6,000円
24,700円 25,500円 27,300円

出発日
令和２年

（自由散策） 11/30、
12/9、
12/14出発は①②入替え
＝越後湯沢温泉（泊）
「ホテル双葉」※越後湯沢駅周辺、駅構内「がんぎどおり」等 にて。その際ホテル出発9：10予定
15：15頃着

×昼 夕

１日目

8：20通過

各地＝伊北IC＝高速道＝小出IC＝深雪の里（昼食、
お買物）＝越後ゆきくら館（酒蔵見学、
試飲）＝小出IC＝高速道＝湯沢IC

平日・日曜・祝日出発

円

ホテル双葉 夕食

※印 土曜・休前日出発

11月 9・14日※・15日・18・23・30
12月 9・10日・13日・14・16・18

1バス
最大乗車人数

20名様

泉慶 客室

白玉の湯 泉慶

■宿泊旅館

〒959-2395

TEL 0254-32-1111(代)

新潟県新発田市月岡温泉453番地

泉慶 夕食

ホール大凧展示風景
☆子ども料金及び3名・2名様一室の土曜・

■お支払い実額 大人お１人様（1室４名様以上ご利用） 休前日出発旅行代金はお問合せ下さい。 旅行代金（お一人様）
平日・日曜・祝日出発

土曜・休前日出発

28,000 〜33,500
円

泉慶 全景

行

泉慶 大浴場

出発日

程
13：30～14：20

各地＝伊北IC＝高速道＝黒埼IC＝新潟「ピアBandai」
（昼食）＝Befcoばかうけ展望室（新潟市内、
日本海眺望）＝
14：50～15：40

16：30頃着

今代司酒造株式会社（見学、
試飲、
お買物等）＝月岡温泉（泊）
「白玉の湯 泉慶」
9：00～10：00

10：40～11：30

12：30～14：10

14：50

18：10頃通過

朝 昼×

２日目

8：30発

ホテル＝北方文化博物館（見学）＝しろね大凧と歴史の館（見学）＝寺泊「寺泊中央水産」
（昼食、
海の幸お買物）＝西山IC

令和3年

12：20～13：10

×昼 夕

１日目

8：00通過

＝高速道＝伊北IC＝各地
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日本の風情とスノーモンキー

※印 土曜・休前日出発

円

※GOTOトラベル事業終了後は通常の旅行代金となります。

旅行代金（お一人様）
給 付 額
地域共通クーポン券額
お支払い実額

寺泊中央水産 海鮮丼
4名様以上一室 3名様一室 2名様一室
42,000円 44,750円 47,500円
14,000円 14,000円 14,000円
6,000円
6,000円
6,000円
28,000円 30,750円 33,500円

1月 13・15・16※・17・20・23※・24・26・30※・31
3・5・6※・7・11・12・13※・14・17・19・20※・21・
2月
24・26・27※・28
3月 3・5・6※・7・10・12・14・17・26・28・31
4月 2・4

1バス
最大乗車人数

20名様

一茶のこみち 美湯の宿
■宿泊旅館

一茶のこみち 美湯の宿

〒381-0401

長野県下高井郡山ノ内町平穏2951-1

TEL 0269-33-4126

美湯の宿 夕食

善光寺

地獄谷野猿公苑

・2名様一室の土曜・
■お支払い実額 大人お１人様（1室４名様ご利用）☆子ども料金及び3名
休前日出発旅行代金はお問合せ下さい。 旅行代金（お一人様）

平日・日曜・祝日出発

土曜・休前日出発

22,800 〜24,200
円

美湯の宿 露天風呂

行

美湯の宿 露天風呂

程
10：45

11：00～12：00
13：20～14：20

15：00～16：30（16：00閉苑）※駐車場から徒歩片道約25分にて

15：15頃着（バスは野猿公苑駐車場へ迎え）
（16：40頃ホテル着）

湯田中温泉（泊）
「一茶のこみち 美湯の宿」 ※地獄谷野猿公苑へ行かない方は「湯田中温泉郷」散策、湯めぐり等へお出掛け下さい。
9：20～10：00

※日曜日出発
（4/4除く）
の場合 11：00～11：40

11：50～12：50 ※12/6、月曜日出発の場合「岩戸屋」

13：40～14：50

15：10

16：30頃通過

浅川ループ橋＝国宝「善光寺」
（自由見学、
仲見世お買物等）＝長野IC＝高速道＝伊北IC＝各地

■企画参加会社
（伊那バスグループ）

※印 土曜・休前日出発

11月 16・17・23・30
12月 6・7・10・13・16・18
1月 13・15・16※・17・20・22・24・27・30※・31
3・4・8・9・10※・11・12・13※・14・15・17・19・
2月
25・26・27※・28
3月 3・5・6※・7・8・10・12・14・17・23・26・28・31
4月 2・4

みのわ

※掲載写真は全てイメージです
観光庁長官登録旅行業 第1830号 日本旅行業協会正会員
長野県伊那市西町5230 Tel.0265-78-4321 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
伊那バスグループ各社、ワイプラザ・伊那バス観光㈱まで
下記旅行条件を事前にご確認の上、お一人様5,000円の申し込み金を添えてお申込みください。
（旅行代金に充当致します）

■旅行企画・実施 伊那バス観光株式会社
■お問合わせ・お申込み
■旅行条件のご案内

朝 昼×

２日目

9：00発

「日本土人形資料館」へ振替 ＝戸隠神社「中社」
ホテル＝中山晋平記念館（見学）
（見学）＝戸隠「山口屋」又は「岩戸屋」
（昼食）＝

令和3年

１日目

12：15～13：10

＝小布施「ハイウェイオアシス」
（昼食）＝小布施（自由散策）＝地獄谷野猿公苑（希望者下車）※入苑料800円各自にて＝

×昼 夕

9：15通過

各地＝伊北IC＝高速道＝須坂長野東IC＝豪商の館田中本家博物館（見学）※火曜休館、冬季休館（12月14日頃～年明け1月中）含め設定日は開館（予定）

令和２年

出発日

円

※GOTOトラベル事業終了後は通常の旅行代金となります。

旅行代金（お一人様）
給 付 額
地域共通クーポン券額
お支払い実額

4名様一室 3名様一室 2名様一室
35,000円 36,100円 37,200円
12,200円 12,600円 13,000円
5,000円
5,000円
6,000円
22,800円 23,500円 24,200円

ヨコハマタイヤジャパン

ワイプラザ・伊那バス観光

取 消 料（謝恩企画につき特別設定）
旅行開始日10日前〜7日前… 旅行代金の
5％ 買上の場合で旅行開始日の20日前以降に、お客様の
旅行開始日6日前〜3日前… 旅行代金の 10％ お取消しにより催行中止となった場合、各受け入れ施
旅行開始日の前々日・前日… 旅行代金の 20％
旅行開始日当日 ………… 旅行代金の 50％ 設等の約款や、当社の旅行業約款を適用し、所定の違
旅行開始後 ……………… 旅行代金の100％ 約料のお支払いをお願いする場合がございます。

●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。◇旅行代金に含まれるもの／交通費・宿泊代（1泊2食）
・昼食代（2回）
・入場料（但し、地獄谷野猿公苑は除く）
・添乗員経費・諸税◇最少催行人員／
15名。◇添乗員が随行します。◇詳細は出発1週間程前にお渡しする確定書面（最終行程表）にてご案内します。◇取消料／お客様のご都合による旅行の取消しの場合には、所定の取消料がかかります。◎バス車内は禁煙とさせていただきます。サ
ロン席としてのご利用はできません又車内でカラオケはいたしません。ご了承ください。◇1,500万円の旅行特別補償保険に加入しています。◇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、お申込みください。◇旅行代金
には全て税金が含まれています。
◇相部屋はお受けできません。
◇各宿泊施設での夕食は大広間にてグループ様毎ご用意致します。
またカラオケは行いません。
（別宴会ご希望時除く。
但し湯田中温泉コースは別宴会場でもカラオケは利用できませ
ん。
）
◇各宿泊施設館内二次会処、
ラウンジ等営業時間の変更、
定休の場合が御座います。
予めご了承下さい。
◇全コースとも新型コロナ感染拡大により受入施設の営業時間変更、
閉館等により行程を変更する場合が御座います、
予めご了承ください。

（設定募集を優先の為）☆21名様以上買上、別宴会希望の
買上、別宴会希望のお客様へ ☆買上希望の場合は追加にて手配させて頂きますので、その旨ご承知下さい。
お客様は参加人数により旅行代金の割引を致します。詳しくはお問合せ下さい。また15名様以下での買上希望の場合もお問合せ下さい。 お申込書は裏面にあります

