
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
添乗員付と記載のコースを除き添乗員は同行致しません。この場合有資格の
乗務員がご案内します。

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１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

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：鈴木一功

旅行企画実施

小人代金（４歳以上～小学生）は明記がない場合、一律日帰り（夜行日帰
りを含む）500 円引き。１泊の場合 1,000 円引、２泊以上の場合は 2,000
円引となります。また、３歳以下のお客様に関しましてはシートベルトを
着用して頂くため、お一人様お席代として１日につき、3,000 円を頂きます。
尚、ベビーシート、チャイルドシートはお客様にてご用意願います。

お座席の希望（前席・後席など）のあるお客様は、お申込の際、お申し出下さい。
ご希望として受付を致します。但し、最前列、座席番号等の指定はお受け致し
かねます。

●奇数でお申込みの場合は車内・お食事会場で相席となる場合がございます。
●掲載コース・時刻は天候・交通事情等により変更となる場合がございます。
●最少催行人員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。
●既に発表済のツアーはお申込み時、満員もしくは中止の場合がございます。
●宿泊・ハイキングツアーは一部を除き２名様より受付させていたたきます。
●パンフレット掲載の料理内容・器などは、一部変わることがございます。
●複数のポイントカードをお持ちの方は、旅行参加時のみ合冊いたします。
●コンビニでのお支払を希望の方は手続上、１６日前までにお申込み下さい。

※花の見頃はその年の気候により多少異なります。
※旅行代金には消費税が含まれております。
※バス車内は禁煙とさせていただきます。

No.210703 1 泊２日

寸又峡温泉寸又峡温泉

各地～駿河湾沼津 SA（休）～蓬莱橋（世界一長い木道歩道橋）～
ＫＡＤＯＤＥ ＯＯＩＧＡＷＡ（お買物）～寸又峡温泉（泊）

ホテル～寸又峡ハイキング「夢の吊り橋」…ホテル前（集合）～
道の駅・川根温泉（休）～焼津さかなセンター（自由食・お買物）
～駿河湾沼津 SA（休／ 15：50）～各地

①

②

食事／朝 ×   昼 ×   夕〇

食事／朝 〇   昼 ×   夕 ×

◆出発日

12 名様限定12 名様限定
とろ～り
美人づくりの湯
とろ～り
美人づくりの湯

八幡野
7：007：30

伊東
7：35
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

8：15
三島
8：45

～～２７,９００２７,９００円円 ２９,９００２９,９００円円

◆旅行代金（全出発地）

２７,９００円旅行代金
〔お一人様〕　　４名１室　   　３名１室　　   ２名１室

２９,９００円２８,９００円

７月９ 金１４ 水１８日

舘山寺温泉舘山寺温泉

～～２４,９００２４,９００円円 ２６,９００２６,９００円円

◆旅行代金（全出発地）

No.210702 1 泊２日

１８時間！！１８時間！！

◆出発日

各地～駿河湾沼津 SA（休）～ららぽーと磐田（自由食・お買物）～
浜名湖ガーデンパーク～舘山寺温泉（泊）
ホテル～うなぎパイファクトリー（見学・お買物）～エスパルスドリー
ムプラザ（自由食・お買物）～駿河湾沼津 SA（休／ 15：50）～各地

①

②

食事／朝 ×   昼 ×   夕〇

食事／朝 〇   昼 ×   夕 × ２４,９００円旅行代金
〔お一人様〕　　４名１室　   　３名１室　　   ２名１室

２６,９００円２５,９００円

開華亭開華亭時わすれ時わすれ

た～っぷり滞在た～っぷり滞在

７月５ 月 ９金 ２１水

７月１８

八幡野
7：007：30

伊東
7：35
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ熱海

8：15
八幡野
7：007：30

伊東
7：35
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

8：15
三島
8：45

“風鈴まつり”“風鈴まつり”
栄養ぎっしり!
免疫力アップ!!
栄養ぎっしり!
免疫力アップ!!

No.210605 昼食付日帰り

“ノスタルジック天浜線”“ノスタルジック天浜線”「そよかぜ」
はこぶ

「そよかぜ」
はこぶ

袋井どまんなか御膳袋井どまんなか御膳

各地～キウイフルーツカントリー JAPAN（キウイ食べ放題）～袋井観
光センター（昼食）～可睡斎（風鈴まつり）～天竜二俣駅…【転車台
＆鉄道歴史館】…天竜二俣駅++（天浜線）++桜木駅（国有形文化財）
～駿河湾沼津 SA（休／ 17：15）～各地 昼食付

①

◆旅行代金
　　（全出発地）

１３,８００１３,８００円円

可睡斎可睡斎
“キウイフルーツ食べ放題”“キウイフルーツ食べ放題”

３０６月 水 ７月５月１６金 ２０火

７月１４水 八幡野
6：156：45

伊東
6：50
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ熱海

7：30

八幡野
6：156：45

伊東
6：50
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

7：30
三島
8：00

◆出発日

No.210604 昼食付日帰り

あなたの知らない !あなたの知らない !
しずおか “穴場？”しずおか “穴場？”

各地～ギネス認定龍ちゃんのかっぱ館～ととや新兵衛（昼食）～
ディスカバリーパーク焼津天文科学館（話題のプラネタリウム＆
天文台を体験）～葵サンプル（食品サンプル製作体験）～焼津さ
かなセンター～駿河湾沼津 SA（休／ 17：30）～各地 昼食付

①

◆出発日

◆旅行代金（全出発地）

１３,９００１３,９００円円

話題の

ギネス認定 !!

海鮮ＢＢＱ海鮮ＢＢＱ
八幡野
6：457：15

伊東
7：20
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ熱海

8：00
八幡野
6：457：15

伊東
7：20
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

8：00
三島
8：30

食品サンプル
製作体験

食品サンプル
製作体験

の世界
の世界

６月１８ ２３金 水 ７月１３火

７月 ６ 火

No.210701 昼食付日帰り

＆

各地～道の駅朝霧高原（休）～道の駅とよとみ（と
うもろこし狩り・３本お土産）～甲府（昼食）～
里の駅いちのみや（クロワッサン詰め放題）～金
桜園（桃狩り・２個お土産＋試食）～駒門 PA（休
／ 17：00）～各地 昼食付

①

◆出発日

◆旅行代金（全出発地）

１３,８００１３,８００円円

とうもろこしとうもろこし
おもしろ
チャレンジ！

八幡野
6：307：00

伊東
7：05
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ熱海

7：45

八幡野
6：307：00

伊東
7：05
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ大仁

7：45
三島
8：15

７月

もも狩りもも狩り

７月１木 ９金１５木 １７土 １８日

３土 １２

No.210601 昼食付日帰り

◆旅行代金

１５,８００１５,８００円円 １７,８００１７,８００円円

6：00
下田

6：30
稲取

7：30
伊東

7：35
ﾏﾘﾝﾀｳﾝ熱海

8：15

伊東・熱海地区
大仁～三島地区

下田・東伊豆地区

６月２０日

◆出発日

“山梨さくらんぼ狩り”“山梨さくらんぼ狩り”

２２ 火

桔梗信玄餅
詰め放題

桔梗信玄餅
詰め放題

予約困難！

大人気 !!予約困難！

大人気 !!

各地～駒門 PA（休）～河口湖ミューズ館・与勇輝観～桔梗屋
河口湖 FLOWER GARDEN（昼食）～桔梗信玄餅（詰め放題）
～南アルプス市（さくらんぼ狩り／ 40分間食べ放題）～道の駅・
なんぶ～駿河湾沼津 SA（休／ 18：15）～各地 昼食付

①

クロワッサン詰め放題クロワッサン詰め放題

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）

新型コロナウイルス感染症対策を実施新型コロナウイルス感染症対策を実施
①隣の空席を確約いたします。（一部コースを除く）
②添乗員が同行いたします。
③旅行業協会による新型コロナウイルス対応ガイドライン
　  に則ったツアーを実施します。

東海バスオレンジツアーは東海バスオレンジツアーは
東海バスホームページが
４月より リニューアル！！
東海バスホームページが
４月より リニューアル！！

http://tokaibus. jp

感染症対策
オレンジツアー
個人旅行 etc...
最新情報をチェック

感染症対策
オレンジツアー
個人旅行 etc...
最新情報をチェック

●お申し込みの際、代表者様の他、参加者・全員の氏名・
　性別・生年月日・住所・電話番号を必ずお知らせ下さい。

ORANGE TOURORANGE TOURTOKAI BUSTOKAI BUS

東海バス東海バス

６月１日 ( 火 )号 月～　　    月2021年６ ７

お問い合わせ・お申込みは

伊東本社

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

東海バストラベル　営業所 営業時間 休日

熱海駅前
修善寺駅前

松　　崎

０５５７-８１-３５２１
０５５８-７２-５９９０
０５５８-４２-１１９０

※上記以外の東海バス各営業所でもお申込みいただけます。

ＩＳＫ稲取温泉観光合同会社 ０５５７-９５-１１５７

営業時間東海バス 各所

旅行取扱窓口

伊 東
下 田
沼 津
三 島

水

年中無休

年中無休

休日
日・祝

年中無休

日・祝
水

年末年始
日・祝

9：30 ～ 18：00
           （土～ 17：00）

8：30 ～ 17：30

9：30 ～ 18：00
           （土～ 17：00）

8：00 ～ 17：00
   （土日祝～ 16：00）

9：30 ～ 18：00

9：00 ～ 18：00

8：30 ～ 17：30

9：30 ～ 18：00

（伊豆稲取駅前）

龍ちゃんのかっぱ館（イメージ）龍ちゃんのかっぱ館（イメージ）

寸又峡 夢のつり橋（イメージ）

（ホテルより片道徒歩約３０分）

寸又峡 夢のつり橋（イメージ）

（ホテルより片道徒歩約３０分）

翠紅苑翠紅苑

月

日


