
東海バストラベル 2021 冬の謝恩ツアー　表

■宿泊　伊香保温泉
　　　　（群馬県）
　　　　 

■宿泊　伊香保温泉
　　　　（群馬県）
　　　　 1,000坪の敷地に建つ伊香保温泉最大級の旅館。
湯あそびの館「天晴（あっぱれ）」では、

「黄金（こがね）の湯」と「白銀（しろがね）の湯」
の２つの源泉に、男女それぞれの趣向を凝らした
数々のお風呂をお楽しみいただけます。
草津温泉と並び群馬県を代表する名湯「伊香保温泉」
癒しのひとときをお愉しみください。
黄金の湯…伊香保温泉に古くから湧き出る茶褐色で鉄分を多く含む
　　　　　硫酸塩泉です。病気や怪我の療養などに効能があります。
白銀の湯…近年湧出が確認された無色透明の単純温泉です。
　　　　　病後の回復や疲労回復、健康増進などに効能があります。

榛名山の山頂に位置する榛名湖。
その榛名湖に接してそびえたっ
ているのが、中央火口丘である

「榛名富士」です。
海抜１,３９１ｍの山頂からの展
望は、西方眼下に榛名湖が箱庭
のように見え、それを囲む外輪
山、谷川連峰、浅間山、広大な
関東平野などの眺望が楽しめま
す。条件が良ければはるか遠く
に富士山や東京スカイツリーを
見ることができます。

水澤観世音はおよそ 1300 年前、推古天皇・持統天皇の勅願により、高麗の高僧 恵灌僧正
によって開基されました。五徳山水澤寺の名称は、推古天皇の御宸筆（ごしんぴつ）の額
名によるものです。本尊は十一面千手観世音菩薩で、特に七難即滅七福即生のご利益が顕
著です。現在の建物は、宝暦から天命に至る三十三ヶ年の大改築によって完成しました。

伊香保温泉石段街は両脇に温泉旅館や土産物屋、
射的などの遊技場が立ち並び温泉情緒あふれる
メインストリートです。「温泉街が３６５日賑
わってほしい」という繁栄の願いから３６５段
の石段となりました。伊香保温泉観光ガイドの
案内付で散策いただきます。

こがねの湯（女性） （イメージ）こがねの湯（女性） （イメージ）

五徳山水澤観世音（イメージ）五徳山水澤観世音（イメージ）

１日目昼食（イメージ）１日目昼食（イメージ）

しろがねの湯（男性） （イメージ）しろがねの湯（男性） （イメージ）

伊香保温泉石段街だんだん広場（イメージ）伊香保温泉石段街だんだん広場（イメージ）

壷入娘の湯（女性） 
　  （イメージ）
壷入娘の湯（女性） 
　  （イメージ）

 榛名北麓の杜から湧き出る「湯の町」２つの源泉で癒しのひとときを !! 榛名北麓の杜から湧き出る「湯の町」２つの源泉で癒しのひとときを !!

ホテル天坊 外観（イメージ）ホテル天坊 外観（イメージ）

水沢うどんは群馬県伊香保温泉水沢の
五徳山水澤寺門前で参拝者に出される
伝統のうどんです。
榛名山麓水沢山の良い水と小麦粉、塩
だけを使い、粉をこねてから仕上げる
まで秘伝の手法で２日間をかけ、強い
コシと透明感のある麺に打ち上げた製
法を守ったものだけを「水沢うどん」
のブランドとして１３店舗で守ってい
ます。めんつゆとごまだれの食べ比べ
をご賞味いただきます。

和会席（イメージ）和会席（イメージ）

伊香保温泉石段街（イメージ）伊香保温泉石段街（イメージ）

榛名山ロープウェイ（イメージ）榛名山ロープウェイ（イメージ）

伊香保温泉伊香保温泉 ホテル天坊ホテル天坊

 No.200 添乗員同行
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主要地
出発時間
到着時間

下田　  稲取　  伊東       熱海

１９:４５ １９:１５ １８:１５ １７:２０
６:００ 　６:３０ 　７:３０ 　８:１５

修善寺    大仁       三島

１８:２５ １８:１０ １７:３０
７:００ 　７:１５ 　７:５５

■発着予定時間（以下の時刻は予定です。状況により変更となる場合があります。）

■乗車地及び出発日
南伊豆町・下田市・河津町・東伊豆町・伊東市・熱海市 地区乗車地

伊豆市（土肥地区除く）・伊豆の国市・函南町・清水町・三島市・沼津市（戸田地区除く）乗車地 伊豆市（土肥除く）・伊豆の国市・函南町・三島市・沼津市（戸田除く） 地区乗車地

　８日（月）・　９日（火）・１０日（水）・１９日（金）・２１日（日）・２３日（火）・２４日（水）・２６日（金）・２９日（月）・３０日（火）
　１日（水）・　２日（木）・ 　３日（金）・　４日（土）・ 　５日（日）・ 　 ７日（火）・ 　８日（水）・１０日（金 )・１２日（日）・１３日（月）
１５日（水）・１７日（金）                       
　７日（金）・ 　９日（日 )・ １０日（月）・１１日（火）・１５日（土）・１８日（火）

　８日（月）・１９日（金）・２１日（日）・２３日（火）・２４日（水）・２６日（金）・２９日（月）
　１日（水）・　３日（金）・ 　５日（日）・ 　 ７日（火）・１０日（金 )・１２日（日）・１３日（月）・１５日（水）                       
　７日（金）・ 　９日（日 )・１０日（月）・１１日（火）・１５日（土）・１８日（火）

１１月
１２月
　　　
　１月　

１１月
１２月
　１月

お問い合わせ・お申込みは

伊　　東
下　　田
沼　　津
三　　島
伊東本社

０５５７－３６－０４１５
０５５８－２２－２５１１
０５５－９６３－５２２１
０５５－９７５－０１９６
０５５７－３８－６６６０

　  
　     （土日祝～ 16：00）

土･日･祝
年中無休
土･日･祝
水

土･日･祝

東海バストラベル　営業所 営業時間 休日
熱海駅前案内所
伊東営業所（荻）
下田営業所（金原）
松崎営業所
修善寺駅前案内所

０５５７－８１－３５２１０５５７－３７－５１２１０５５８－２２－２５１４０５５８－４２－１１９００５５８－７２－５９９０

9：00 ～ 18：00
9：00 ～ 17：00
9：00 ～ 17：00
8：30 ～ 17：00
8：00 ～ 17：00

水
年中無休
年中無休
年中無休
年中無休

ＩＳＫ稲取温泉観光合同会社　伊豆稲取駅前 ０５５７-９５-１１５７

休日営業時間東海バス 各所（受託販売）

旅行取扱窓口 ( 受託販売 )

１．旅行のお申し込み及び契約の成立
旅行のお申し込みは、所定の申込書に所定の事項をご記入のうえ、申込金（旅
行代金の２割相当額）を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金又
は、取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。旅行契約は当
社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立したものとします。
２．旅行代金のお支払い
旅行代金の残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に
あたる日より前にお支払いいただきます。
３．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、特に表示のない時はエコノミー
及び普通車を利用します。宿泊費・食事代・見学料等及び、それぞれの税・
サービス料、上記諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払い
戻しはいたしません。
４．旅行契約内容・旅行代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関、利用施設等の旅行サービス
提供の中止、官公署の命令、当社の運行計画によらない運送サービスの提供、
その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあ
ります。

この旅行は東海バストラベル（東海自動車株式会社）（以下「当社」といいます）が企画・
募集し実施する企画旅行であり、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（以下「旅行契約」といいます）を締結する事になります。旅行契約の内容・条件は記
載されている条件のほか、下記条件、確定書面（クーポン類又は最終日程表）及び当社「旅
行業約款（募集型企画旅行の部）」によります。

５．お客様による旅行契約の解除
お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができま
す。但し、次の場合は取消料は頂きません。●当初の旅行内容に重要な変更
があったとき及び旅行代金が増額されたとき等。

６．当社による旅行契約の解除
当社は次の場合において、旅行者に理由を説明して、旅行契約を解除する事
があります。お客様の代金不払い、お申込条件不適合、病気、旅行の円滑な
実施が不可能なとき、天災地変、戦乱、運輸機関等のサービス提供の中止、
官公署の命令、その他の当社の関与できない事由による場合。
７．旅行催行の中止
最少催行人員は１６名様。最少催行人員に達しないときは旅行の実施を取り
やめることがあります。この場合は旅行開始日の前日から起算して１３日前
までにご連絡をし、当社にお預かりしている旅行費用は全額お返しし、この
旅行契約を解除いたします。
８．添乗員同行の有無
添乗員が同行して旅程管理を行います。但し、有資格の乗務員が旅程管理を
行う場合もございます。

９．お客様の責任
当社はお客様の故意又は、過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により
当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。又、お客
様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と
異なるものと認識した時は、旅行先で速やかに添乗員、当社又は旅行サービ
ス提供者にその旨をお申し出ください。
10．個人情報の取扱いについて
①当社「販売店）及び受託旅行業者は、旅行申込の際にご提出いただいた申
込書に記載された個人情報についてお客様との連絡や運送・宿泊機関等の手
配の為に利用させていただくほか、必要な範囲で当該機関等に提供いたしま
す。又、このほかに当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けす
るためにお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
②上記のほか、当社の個人情報の取扱いについては当社ホームページをご参
照ください。
11．旅行条件・旅行代金の基準
このパンフレット記載の旅行条件は 2021 年１0月 1日を基準として算出して
います。

●国内旅行傷害保険加入のおすすめ●
当社は万一の場合、募集型企画旅行契約に基づき一定額の補償をいたしま
す。さらに安心して旅行を楽しんでいただくためにお客様自身で国内旅行
保険（傷害、携行品等）に加入されることをおすすめいたします。
旅館・ホテル内において、お客様が酒類・料理・その他サービス等を追加
された場合は、原則として消費税が課せられます。

取消料

取消日
旅行開始日前日から起算

２０日前～８日前
 

７日前～２日前 前日 当日の解除
（無連絡不参加除く）

旅行開始後の解除
又は

無連絡不参加
２０％ ５０％４０％３０％ １００％ 静岡県知事登録旅行業第２-１９４号 全国旅行業協会会員

（ 東 海 自 動 車 株 式 会 社 ）

ご旅行条件（要旨）　お申し込みの際にはこのご旅行条件（要旨）と別途お渡しする旅行条件を必ずお読み下さい。

貸切バス事業者安全性評価認定取得

当ツアーは東海バスで運行します。

〒414-0022
静岡県伊東市東松原町 16-2 ℡0557-38-6660（代表）

総合旅行業務取扱管理者：片山隼人

旅行企画実施

10：00 ～ 18：00
  8：45 ～ 17：00
  9：30 ～ 18：00
  8：00 ～ 17：00
10：00 ～ 18：00

東海バストラベル 2021 冬の謝恩ツアー　裏

川越は江戸時代初期の町割りの上に、明治時代の川越大火後、耐火建築
である「蔵造り」が採用され、今の町並みが出来上がりました。市指定
文化財「時の鐘」や国指定重要文化財「大沢家住宅」など、江戸の風情
を残す古い町並みから「小江戸」と呼ばれ、多くの観光客を集めていま
す。２日目のフリータイム（120 分・自由昼食）で立ち寄りいたします。

 　冬の謝恩ツアー 新型コロナウイルス感染症対策への取組み
①１人２席を確約します。（貸切団体を除く）
②乗務員及び添乗員は検温等の健康管理を徹底します。
③各業界の新型コロナウイルス対策ガイドラインを遵守している施設を利用します。
④旅行業協会による新型コロナウイルス対策ガイドラインに則ったツアーを実施します。

新型コロナウイルス
感染症への取り組み

バス車内に設置 バス車内の消毒 バス車内の換気 バス乗務員の バス乗務員の

アルコール消毒液 手すり・テーブルなど 走行時外気導入固定運転 マスク着用
健康チェック

（手洗い・うがい・体温など）

団体貸切プラン団体貸切プラン
今回は、 な…なんと　　　　　　　　　　　ご参加で

団体特典として　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

とさせていただきます。

今回は、 な…なんと　　　　　　　　　　　ご参加で

団体特典として　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

とさせていただきます。

２０名様２０名様
大型バス１台貸切大型バス１台貸切

※２２名様以上の場合はお問合せ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜お客様へのお願い＞
●旅行当日「新型コロナウイルス感染症に関する申告書」のご提出をお願いします。
　（事前にお渡しします）
●旅行当日、添乗員より体調確認と検温をさせて頂きます。３７.５℃以上の発熱や
　のどが痛い、咳が出る等の症状があるお客様は参加をお断りいたします。当日体調
　が思わしくないと感じた場合は、無理せず参加をお控えいただくようお願いします。
●旅行中はマスクの着用をお願いします。
●旅行中に体調不良となったお客様には他のお客様への感染防止策として、旅行から
　離団していただく場合がございます。
●旅行中の感染に関する安全の保証はいたしかねます。お客様自身の体調を考慮した
　上でご参加ください。感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難と
　なった場合、または困難となる可能性が大きい場合には旅行の実施を中止します。
　旅行開始後であっても安全な継続が困難となる可能性が大きいことが判明した場合
　は旅行を中止し出発地へ引き返す場合がございます。
●バス車内での食事および飲酒は禁止とさせていただきます。また、大声での会話は
　お控えください。

名様２０～８０
※１名様でのご予約は別途お問い合わせください。
※小人（４歳～小学生）は２,０００円引きとなります。
　食事等の不要な幼児（０～３歳）の旅行代金は３,０００円を
　申し受けます。お子様の安全（シートベルト着用）のため、
　１座席を確保いたします。
※特別ツアーのためポイントカードの対象外となります。予めご了承ください。

　  冬の謝恩ツアー
ホームページはコチラ

各回
■募集人員（出発日により募集人員が異なります。）■旅行代金（大人お一人様　１泊３食付　税込）

４名１室
３名１室
２名１室

南伊豆町・下田市・河津町・東伊豆町 地区
伊東市・熱海市・伊豆市（土肥除く）
伊豆の国市・函南町・三島市
沼津市（戸田除く）地区ご利用人数

２７,９００
２８,９００
２９,９００

円

円

円

２９,９００
３０,９００
３１,９００

円

円

円
※休前日（１２月４日（土）・１月９日（日）・１月１５日（土））出発は、４,０００円割増となります。

小江戸・川越　時の鐘 （イメージ）小江戸・川越　時の鐘 （イメージ）

花園フォレスト（イメージ）花園フォレスト（イメージ）

渋沢栄一は埼玉県深谷市の農家で生まれました。
日本経済の父と呼ばれ、第一国立銀行（現・み
ずほ銀行）や東京商法会議所（現・東京商工会
議所）、東京証券取引所など、多種多様な会社・
経済団体の設立や経営に関わり、多くの功績を
残しております。２０２１年には主人公となる
大河ドラマ「青天を衝け」が放送され、２０２
４年発行の新１万円札の肖像にもなり、話題と
なりました。２０２２年１月９日までの出発は
渋沢栄一　青天を衝け　深谷大河ドラマ館の見
学、それ以降は出発は渋沢栄一記念館の見学と
なります。

ホームページ http://tokaibus. jp

■コース

①

②

  朝食
  なし伊豆各地～水沢うどん街道（昼食）～五徳山水澤観世音（拝観）

～榛名山ロープウェイ（散策）～伊香保温泉石段街（散策）
～伊香保温泉　ホテル天坊（泊）16：10 頃到着

  昼食
店内食

  夕食
和会席

  　  朝食
  バイキング
  昼食
自由食

  夕食
  なし

ホテル～※渋沢栄一 青天を衝け 深谷大河ドラマ館（見学）
～花園フォレスト（お買物）～小江戸・川越（フリータイム／自由食）
～厚木 PA（休／ 16：15）～伊豆各地

伝統の日本三大うどん

日本初の２両連結式ゴンドラ

新１万円札で話題・渋沢栄一ゆかりの地めぐり

１３００年の歴史を持つ女性に強力なパワースポット

歴史はなんと４００年！温泉情緒あふれる伊香保のシンボル

お菓子のテーマパーク

※２０２２年１月９日までの出発は渋沢栄一　青天を衝け　深谷大河ドラマ館の見学、それ以降の出発は渋沢栄一記念館の見学となります。ご了承ください。


