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9：00 ～ 18：00
9：00 ～ 17：00
9：00 ～ 17：00
8：30 ～ 17：00
9：00 ～ 16：30
8：30 ～ 17：00

水
年中無休
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

旅行取扱窓口

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１３日前、日帰り旅行については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７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
※日帰り旅行の場合
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

（ 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
10：00 ～ 18：00

＜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℃以上の発熱等
　の症状があるお客様は参加をご遠慮いただく場合がございます。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。
●ツアー参加中の感染に関する安全の保証は致しかねます。お客様自身の体調を考慮
　した上でご参加下さい。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わかった場合
　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。予めご了承ください。

主な乗車地を記載しております。
経路上の乗車場所につきましては、
ご予約時にお問い合わせください。

東海バス
オレンジツアー
ホームページは
　　　コチラ⇒

８月 ２２月

９月 １７土

霜 降 牛
ステーキ
霜 降 牛
ステーキ

サドヤワイナリーサドヤワイナリー「ぶどう狩り」「ぶどう狩り」

8：05
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ

8：00
伊東 熱海

8：45

八天堂きさらづ八天堂きさらづきかんしゃトーマス号きかんしゃトーマス号
日本でここだけ！日本でここだけ！

「里山トロッコ」「里山トロッコ」

国営ひたち海浜公園国営ひたち海浜公園ひだか巾着田ひだか巾着田 とと小江戸川越小江戸川越

※新型コロナウイルス感染症拡大により、「トーマスフェア」が中止となる場合がございます。予めご了承ください。

「曼殊沙華」「曼殊沙華」
５００万本の彼岸花！５００万本の彼岸花！

ガトーフェスタハラダガトーフェスタハラダ

東京スカイツリー
天望デッキ(350m)

サイボクサイボク

No.220902 昼食付日帰りNo.220901 昼食付日帰り

No.220703 昼食付日帰り

No.220801 昼食付日帰り

No.220904 自由昼食日帰り

No.221002 自由昼食日帰り

各地～駿河湾沼津 SA（休）
～新金谷駅・プラザロコ（見学・お買物）
～道の駅音戯の郷・トーマスフェア（自由散策）
…千頭駅++（きかんしゃトーマス号）++新金谷駅
～駿河湾沼津 SA（休／ 17：15）～各地 昼食弁当付

①

　８,５００　８,５００円円

１０,０００１０,０００円円
小人（２歳～小学生）

◆旅行代金 お一人様
大人（中学生以上）

◆出発日

7：45
伊東

7：50
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

8：30
三島
9：00

新大久保コリアンタウン新大久保コリアンタウン

とと

最少催行人員 ２５名
最大３６名最大３６名

とと

No.221001 昼食付日帰り

とと

とととと ＆＆木更津うまくたの里木更津うまくたの里

約３万３千本の絶景！約３万３千本の絶景！

各地～海老名 SA（休）～東京ベイプラザホテル（昼食）
～八天堂きさらづ（お買物）～道の駅うまくたの里（お買物）
～里見駅++（小湊鐡道里山トロッコ）++養老渓谷駅
～海老名 SA（休／ 18：15）～各地 昼食付

①

各地～駒門 PA（休）～桔梗信玄餅工場（工場見学・お買物）
～サドヤワイナリー（昼食・プチコースランチ）
～里の駅いちのみや（クロワッサン詰め放題・お買物）
～見晴し園（ぶどう狩り 40 分食べ放題・シャインマスカットお土産）
～駒門 PA（休／ 17：00）～各地 昼食付

①

各地～大磯 PA（休）
～ロマンスカーミュージアム（入館後自由見学）
～海老名フリータイム（自由昼食・お買物等）
～平塚 PA（休／ 15：45）～各地

①

各地～海老名 SA（休）
～新大久保コリアンタウン（フリータイム約 160 分）
～東京スカイツリー（天望デッキ入場・フリータイム約 90 分）
～海老名 SA（休／ 16：30）～各地

①

各地～大磯 PA（休）～道の駅川場田園プラザ（散策）
～原田農園（昼食／シャインマスカット狩り・皿盛食べ放題）
～ガトーフェスタハラダ（お買物）～サイボク（お買物）
～平塚 PA（休／ 18：10）～各地 昼食付

①

各地～海老名 SA（休）～ステーキ千（昼食・霜降牛ステーキ）
～国営ひたち海浜公園（みはらしの丘・コキア鑑賞）
～那珂湊おさかな市場（お買物）～守谷 SA（休）
～海老名 SA（休／ 19：10）～各地 昼食付

①
各地～大磯 PA（休）～ひだか巾着田「曼殊沙華」（自由見学）
～川越プリンスホテル（昼食）～小江戸川越（散策・お買物）
～平塚 PA（休／ 17：40）～各地 昼食付

①

人気の人気の◆旅行代金
　お一人様（大人）
１０,８００１０,８００円円

◆旅行代金
　お一人様（大人）
１６,８００１６,８００円円

◆出発日 ８月 月２４水 ２９
９月 月 １５木１２

◆旅行代金
　お一人様（大人）
１３,８００１３,８００円円

◆出発日
９月 月１９ 土 ２９木２４

◆旅行代金
　お一人様（大人）
１５,８００１５,８００円円

９月 金２３

１０月 日　５ 水　２

◆旅行代金
　お一人様（大人）
１９,８００１９,８００円円

◆出発日 ◆出発日
１０月 　１土 ２３日

7：15
伊東

7：20
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

8：00
三島
8：30

◆旅行代金
　お一人様（大人）
１５,８００１５,８００円円

◆旅行代金
　お一人様（大人）
　９,８００　９,８００円円

◆出発日 ９月 土 ３０金２４

１０月 月　４火 １０

土１５

ⓇⓇ

◆出発日

No.220903 昼食付日帰り

小湊鐡道小湊鐡道
開業１周年！開業１周年！房総半島房総半島

「コキア」「コキア」

瑞巌寺（イメージ）瑞巌寺（イメージ）

日本三景「松島」（イメージ）日本三景「松島」（イメージ）

休日営業時間東海バストラベル

ロマンスカーミュージアムロマンスカーミュージアム

東海バス東海バス

ORANGE TOURORANGE TOURTOKAI BUSTOKAI BUS

  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（乗車定員７割）を上限とさせていただきます。

No.221003 ２泊３日

シャインマスカット狩り
皿盛食べ放題もあります！
シャインマスカット狩り
皿盛食べ放題もあります！

各地～大磯 PA（休）～羽生 PA（休）
～那須（昼食・那須五彩わっぱ膳）～浄土平（散策）
～秋保温泉（泊）

＊「浄土平」が火山ガスの影響で立入禁止の場合は「仙台城跡（青葉城址）」の見学となります。＊

ホテル～磊々峡（車窓見学）～厳美渓（散策）
～毛越寺（拝観）…平泉（昼食・雲水料理）
…【現地ガイド】中尊寺（拝観）～松島（泊）
ホテル～【現地ガイド】五大堂・瑞巌寺（拝観・散策）
～武田の笹かまぼこ（昼食・塩竈御膳／お買物）
～羽生 PA（休）～平塚 PA（休／ 19：30）～各地

①

②

③

食 　事
朝   ×
昼   ◎
夕   ◎
食 　事
朝   ◎
昼   ◎
夕   ◎
食 　事
朝   ◎
昼   ◎
夕   ×

◆旅行代金 ◆出発日

◆宿泊地：１日目　秋保温泉（宮城県）ニュー水戸屋　
２日目　松　　島（宮城県）ホテル大観荘　

１０月 ７金

※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。

「秋保温泉」「秋保温泉」日本三景日本三景 「平泉」「平泉」「松島」「松島」 奥州藤原氏
ゆかりの地
奥州藤原氏
ゆかりの地＆ ＆ とと 東北名湯東北名湯

１日目昼食　那須五彩わっぱ飯（イメージ）１日目昼食　那須五彩わっぱ飯（イメージ）

◆出発日
９月   ４日

6：15
伊東

6：20
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ熱海

7：00

１５木

３日目昼食　塩竃御膳（イメージ）３日目昼食　塩竃御膳（イメージ）

山梨山梨 　　　　フレンチ
プチコースランチ
　　　　フレンチ
プチコースランチ

「シャインマスカット」１房のお土産付き！「シャインマスカット」１房のお土産付き！

お一人様（大人）
４～５名１室  
３名１室
２名１室

旅行代金
６７,８００円

７１,８００円

７５,８００円

＆＆

サドヤワイナリー
レストランレアルドール（イメージ）
サドヤワイナリー
レストランレアルドール（イメージ）

クロワッサン
詰め放題（イメージ）
クロワッサン
詰め放題（イメージ）

海老名フリータイム海老名フリータイム

オレンジツアーポイントカード終了のお知らせ
誠に勝手ながら９月３０日（金）出発のツアーを
もちまして、「東海バスオレンジツアー ポイント
カード」の発行を終了させていただきます。詳細
につきましては販売窓口にお問い合わせください。

２日目昼食　雲水料理（イメージ）２日目昼食　雲水料理（イメージ）

１３木

中尊寺「新覆堂」（イメージ）中尊寺「新覆堂」（イメージ） 毛越寺庭園（イメージ）毛越寺庭園（イメージ）

浄土平（イメージ）浄土平（イメージ）

「秋保温泉」ニュー水戸屋（イメージ）「秋保温泉」ニュー水戸屋（イメージ）

「松島」ホテル大観荘（イメージ）「松島」ホテル大観荘（イメージ）

小湊鐡道「里山トロッコ」（イメージ）小湊鐡道「里山トロッコ」（イメージ） ロマンスカーミュージアム（イメージ）ロマンスカーミュージアム（イメージ）

東京ベイプラザホテル
　彩どり御膳（イメージ）
東京ベイプラザホテル
　彩どり御膳（イメージ）

海老名駅周辺（イメージ）海老名駅周辺（イメージ）

新大久保
コリアンタウン（イメージ）
新大久保
コリアンタウン（イメージ）

国営ひたち海浜公園「コキア」（イメージ）

　　©国営ひたち海浜公園
国営ひたち海浜公園「コキア」（イメージ）

　　©国営ひたち海浜公園

曼殊沙華（イメージ）曼殊沙華（イメージ）

ステーキ千 霜降牛ステーキ（イメージ）ステーキ千 霜降牛ステーキ（イメージ）

ぶどう狩り
　  （イメージ）
ぶどう狩り
　  （イメージ）

とと

サイボク本店
ミートショップ（イメージ）
サイボク本店
ミートショップ（イメージ）

©TOKYO-SKYTREE©TOKYO-SKYTREE

２５日

１０月 　８土 １６日

※ぶどう狩りの品種は以下の通りです。
８月の出発は「巨峰」
９月の出発は「ベリーＡ」

※ぶどう狩りの品種は以下の通りです。
８月の出発は「巨峰」
９月の出発は「ベリーＡ」

6：45
伊東 熱海

7：30
年川
6：00 6：50

ﾏﾘﾝﾀｳﾝ

7：05
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ

7：00
伊東 熱海

7：45

7：05
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ

7：00
伊東 熱海

7：45

7：45
伊東 熱海

8：30
年川
7：00 7：50

ﾏﾘﾝﾀｳﾝ 八幡野
7：30 8：00

伊東
8：05
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ熱海

8：45

シャインマスカット
　　  （イメージ）
シャインマスカット
　　  （イメージ）

※花の見頃はその年の気候により、多少異なります。
　予めご了承ください。
※花の見頃はその年の気候により、多少異なります。
　予めご了承ください。

※花の見頃はその年の気候
　により、多少異なります。
　予めご了承ください。

※花の見頃はその年の気候
　により、多少異なります。
　予めご了承ください。

松茸ゴールドコース松茸ゴールドコース
（松茸＆上州牛すき焼き）（松茸＆上州牛すき焼き）

秋の味覚！秋の味覚！

原田農園松茸ゴールドコース（イメージ）原田農園松茸ゴールドコース（イメージ）

小江戸川越（イメージ）小江戸川越（イメージ）

シャインマスカット（イメージ）シャインマスカット（イメージ）


