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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
戻しは致しません。
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・条件は各
コースごとに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１５名様。その他紙面に明示してあるものはそれに従います。
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３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 2022 年 5 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

１０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

ホームページ
http://tokaibus. jp後援

（ 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

東海バス・オレンジツアーは当社貸切バスで運行します。
※特に別途、明記のある場合は除きます。

〒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

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

休日営業時間東海バス 各所（受託販売）
10：00 ～ 18：00
  8：45 ～ 17：00
  9：30 ～ 18：00
  8：00 ～ 17：00
10：00 ～ 18：00 ＩＳＫ稲取温泉観光合同会社　伊豆稲取駅前 ０５５７-９５-１１５７

旅行取扱窓口 ( 受託販売 )

水
年中無休
年中無休
年中無休
年中無休

 　東海バスオレンジツアー 新型コロナウイルス感染症対策への取組み
①乗務員及び添乗員は検温等の健康管理を徹底します。
②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。
③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。
各回募集人員を３０名（乗車人員７割）を上限とさせていただきます。

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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜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。
●バス車内での飲酒は禁止といたします。やむを得ず、お弁当等をお召し上がりの際
　は会話をしない黙食を条件といたします。また、大声での会話はお控えください。

各地～鎌倉殿の 13 人 伊豆の国 大河ドラマ館（見学）
～蛭ヶ小島（車窓）～山木兼隆館跡（車窓）
～北条義時館跡（見学）…北條寺（拝観）…豆塚神社（拝観）
～沼津港（自由昼食）～三嶋大社（正式参拝・宝物殿見学）
～八幡神社・対面石（拝観）～各地

①

◆旅行代金 　お一人様（大人）

５月２３◆出発日
三嶋大社（イメージ）三嶋大社（イメージ）

八幡神社・対面石（イメージ）八幡神社・対面石（イメージ）

伊豆の国市内
現地ガイド付
伊豆の国市内
現地ガイド付

月

宇佐美
8：458：30

伊東
8：35
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ

7：00
下田

7：30
稲取

神主の案内による
 正式参拝
神主の案内による
 正式参拝

 ９,８００円
　２,０００円
　７,８００円
１,０００円

旅行代金
割引額
お支払実額
地域クーポン

「今こそ しずおか 元気旅」対象商品
対象者：静岡県民と「今こそ しずおか 元気旅」事業で同意が
得られた隣接および地域ブロック（北陸信越・中部）の県民
ワクチン接種証明書（３回）または陰性証明書（有効期間内）
のいずれかと対象地域の在住確認ができる身分証明書の提示が
必須となります。
※ワクチン接種・陰性証明書及び対象地域の在住確認が出来ない
場合は割引対象外となり、正規の旅行代金でご利用いただきます。　　　　　　　

「今こそ しずおか 元気旅」
対象期間　２０２２年５月９日（月）～５月３１日（火）
利用条件　静岡県の宿泊施設に宿泊する静岡県民
●人数・希望ご旅行日・宿泊地又は宿泊施設をお伝え、ご相談下さい。
●①弊社にてご予約 ②お客様へ宿泊確認証をお渡し ③弊社へお支払い

静岡県内のご宿泊で

お一人様あたり

2,000
円～ 5,000

円割引

※大人・小人同条件（一人当たりの金額）

１０,０００円以上
　４,０００円～９,９９９円

５,０００円

２,０００円

　　おひとりさま宿泊代金（税込） 　  割引金額　 地域クーポン 

２,０００円

１,０００円

さらに地域クーポンも付いてくる！

富士山麓を再発見。富士山麓を再発見。

各地～駿河湾沼津 SA（休）～世界遺産 白糸の滝（散策）
～まかいの牧場（アイスクリーム作り体験／昼食／散策）
～富士花鳥園（バードショー・ベゴニア鑑賞）
～富士山「富士宮五合目」（眺望）
～駒門 PA（休／ 17：00）～各地 昼食付

①

５月２７ 金 6：45
伊東

6：50
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

7：30
三島
8：00

No.220502 昼食付日帰り

各地～駿河湾沼津 SA（休）
～ KADODE OOIGAWA（お買物）
～寸又峡温泉・翠紅苑（昼食）
…寸又峡ハイキング（プロムナードコース）…入浴休憩
～駿河湾沼津 SA（休／ 18：00）～各地 昼食付

①
※道路の都合上「中型バス」となります。

八幡野
6：307：00

伊東
7：05
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

7：45
三島
8：15

KADODE OOIGAWA（イメージ）KADODE OOIGAWA（イメージ）

まかいの牧場（イメージ）まかいの牧場（イメージ）

富士花鳥園「バードショー」（イメージ）富士花鳥園「バードショー」（イメージ）

No.220410 自由昼食日帰り 北条義時ゆかりの地北条義時ゆかりの地

※徒歩移動がございますので、
　歩きやすい格好でご参加ください。
※徒歩移動がございますので、
　歩きやすい格好でご参加ください。

大河ドラマ館大河ドラマ館とと

５月２９日

～伊豆長岡・北伊豆編～

◆出発日

◆旅行代金 　お一人様（大人）
 １２,８００円
　５,０００円
　７,８００円
２,０００円

旅行代金
割引額
お支払実額
地域クーポン

気軽に体験！気軽に体験！
わくわく体感！！わくわく体感！！

白糸の滝（イメージ）白糸の滝（イメージ）

◆出発日

◆旅行代金 　お一人様（大人）
 １２,８００円
　５,０００円
　７,８００円
２,０００円

旅行代金
割引額
お支払実額
地域クーポン

マイナスイオンたっぷりのハイキング！マイナスイオンたっぷりのハイキング！

寸又峡温泉寸又峡温泉 ととKADODE OOIGAWAKADODE OOIGAWA「夢のつり橋」「夢のつり橋」
No.220503 昼食付日帰り

寸又峡「夢のつり橋」（イメージ）寸又峡「夢のつり橋」（イメージ）

寸又峡温泉 翠紅苑
  露天風呂（イメージ）
寸又峡温泉 翠紅苑
  露天風呂（イメージ）

※徒歩移動がございますので、
　歩きやすい格好でご参加ください。
※徒歩移動がございますので、
　歩きやすい格好でご参加ください。

最大１９名最大１９名
最少催行人員 １３名


