
●日帰り弁当付 ※つばめ倶楽部会員割引対象外

300品種300万本のチューリップが彩る
2023となみチューリップフェア

▲レッドヒルヒーサーの森
（５月中旬頃イメージ）

▲会場(イメージ)

春が旬！富士宮内房の「幻の白筍」料理
富士山麓に色鮮やかに咲き誇る「富士芝桜まつり」

▲昼食(イメージ)

▲筍コース料理(イメージ)

①【本人確認および居住地確認】
「居住地確認書類」及び「本人確認書類」の提示が必要です。提示が出来なかった場合は、補助金相当額の返還を求めます。

②【新型コロナウイルスワクチン３回以上接種証明または各種検査での陰性証明の確認】
出発日当日、「新型コロナウイルスワクチン接種済み証憑（しょうひょう）」または、お客様ご自身にて旅行出発日３日前以降に「ＰＣＲ検査（または抗原検査）」を受けて
いただき、検査の結果が「陰性であること」を証明できれば、参加可能です。出発当日、「ワクチン３回以上接種済み証憑（しょうひょう）」または「陰性証明」を忘れた
場合、またはご提示をいただけない場合は、ご旅行のご参加をお断りすることになります。その際は、所定の取消料（ご旅行代金の５０％）が発生致しますのでご注意

ください。１２歳未満の方は、同居する親等の監護者等が同伴する場合には、検査を不要とします。

③【その他】
出発当日、県への提出書類「同意書兼確認書」等へのご記入をお願い致します。また、新型コロナウイルスの感染状況により、キャンペーン期間・内容等
変更となる場合があります。そのことを事由としてご旅行を取消される場合、通常の取消料が発生します。

全国旅行支援事業に拠る補助金（旅行代金を補助する販売補助金）の交付を受けるためには、下記３点の同意が必要となります。
また、キャンペーン期間中であっても各県の予算が終了した時点で、旅行の受付を終了致します。
※地域限定クーポン券は、電子クーポンとなり、旅行当日、スマートフォンやタブレットをお持ちのお客様のみご利用いただけます。

125号 2023.4～5

※このパンフレットで使用している写真やイラストは、すべてイメージです。 ※全コース共通：最少催行人員25名・バスガイドが同行

◆行程（ＪＲゲートタワー市バスターミナル12番のりば 8:15集合）
名古屋駅（8:30発）～2023となみチューリップフェア（たっぷり約
2時間自由行動）～日の出屋製菓・ささら屋福光本店（手焼きせんべい
体験）～名古屋駅（19:30頃着）
※お弁当は「ますのすし本舗 源」の「ますのすし小箱」です。

◆行程（ＪＲゲートタワー市バスターミナル12番のりば 8:15集合）
名古屋駅（8:30発）～富士宮市内房地区・芝川苑（昼食：とても柔らか
くえぐみの少ない「幻の白筍料理」）～富士本栖湖「富士芝桜まつり」
（約50万株の芝桜が芝桜の花の絨毯のようです）～富士宮・あさぎり
フードパーク（食の工房団地ショッピング）～名古屋駅（19:30頃着）

≪昼食のお品書き≫
・釜めし ・筍と旬野菜の天ぷら ・筍のお刺身 ・煮物 ・筍の味噌漬け
・お吸い物 ・筍のグラタン ・姫皮の梅肉和え ・筍の鉄板焼き ・抹茶アイス

▲富士芝桜まつり(イメージ)

伊勢宮川の里「鄙茅」の懐石ランチと
四季折々の花が咲く里山庭園「レッドヒルヒーサーの森」

◆行程（ＪＲゲートタワー市バスターミナル12番のりば 9:00集合）
名古屋駅（9:15発）～伊勢宮川の里「鄙茅」（旬の食材を使った懐石
ランチ）～ＶＩＳＯＮ（ショッピング）～レッドヒルヒーサーの森
(異国情緒ある爽やかな森や花が咲く里山庭園を自由散策)・・・朝津味
ファーマーズマーケット～名古屋駅（18:00頃着）

◆旅のポイント
鄙茅は、鮎の甘露煮で有名な「うおすけ」が営む日本料理店。茅葺屋根の民家で、
里山の景観を楽しみながら、旬の食材を使った料理を味わうことができます。

◆行程（ＪＲゲートタワー市バスターミナル12番のりば 9:00集合）
名古屋駅（9:15発）～奥天竜不動温泉「佐和屋」(郷土料理の昼会席と温泉入浴付)
～松川町・まっちゃん農園(アスパラガス狩り約400ｇの収穫体験)～道の駅南信州
とよおかマルシェ（きのこ狩りと買い物）～名古屋駅（18:40頃着）
●注意事項・備考
・温泉入浴用のバスタオルやフェイスタオル等は各自でご用意下さい。
・アスパラガスの収穫体験はハウス内です。汚れてもよい服装でご参加下さい。
ヒールのある靴等はおすすめしません。

◆旅のポイント
まっちゃん農園では、生でも食べられるほど柔らかくて甘い、極太のグリーンアスパラガ
ス狩りを体験できます。こだわりの有機栽培・低農薬でアスパラガスを栽培しています。

秘湯の宿奥天竜不動温泉「佐和屋」で春の郷土料理と
松川町「まっちゃん農園」アスパラガス約400ｇ収穫体験

▲まっちゃん農園園主

◆旅のポイント
国内最大級のチューリプ園で開催されるとなみチューリップフェア。会場には、
300品種、300万本のチューリップが咲き誇り、青い空と色鮮やかなチューリッ
プの美しい光景を楽しむことができます。

春～初夏を「美味しく」たのしむツアー
富 山 県 ●日帰り昼食付 ※つばめ倶楽部会員割引対象外三 重 県

●日帰り昼食付 ※つばめ倶楽部会員割引対象外静 岡 県 ●日帰り昼食付 ※つばめ倶楽部会員割引対象外長 野 県

運行バス会社 ＪＲ東海バス

▲アスパラガス狩り(イメージ)▲昼食(イメージ)

【YouTube】

【YouTube】

【YouTube】

【YouTube】

▲会場(イメージ)

ひなかや

うつぶさ

▲せんべい手焼き体験(イメージ)

旅行代金
（お一人様）

全国旅行支援
給付額

実お支払い額
地域限定

クーポン券

5月10日 水 15,500円 3,000円 12,500円 2,000円

5月13日 土 15,800円 3,000円 12,800円 1,000円

出発日

旅行代金
（お一人様）

全国旅行支援
給付額

実お支払い額
地域限定

クーポン券

5月12日 金

5月15日 月
12,500円 2,000円

出発日

15,500円 3,000円

旅行代金
（お一人様）

全国旅行支援
給付額

実お支払い額
地域限定

クーポン券

4月22日 土 12,000円 2,400円 9,600円 1,000円

4月25日 火

4月27日 木
11,800円 2,360円 9,440円 2,000円

出発日 旅行代金
（お一人様）

全国旅行支援
給付額

実お支払い額
地域限定

クーポン券

5月25日 木 19,500円 3,000円 16,500円 2,000円

5月28日 日 19,800円 3,000円 16,800円 1,000円

出発日

全国旅行支援事業に拠る補助金（旅行代金を補助する販売補助金）の交付を受けるためには、下記３点の同意が必
要となります

この旅行は、ジェイアール東海バス㈱（以下「当社」という）の募集型企画旅行であり、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を締結する
こととなります。旅行契約の内容・条件は本紙面及び別途お渡しをする取引条件説明書（ご旅行条件書）及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）に
よります。

■お申し込みは、電話・郵便・FAX・インターネットお取扱いとその他の通信手段でもお取り扱いできますが、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める
期間内に、旅行代金を納めていただき正式契約と致します。
■旅行代金・・・旅行代金は、出発日の３日前までに納めてください。★旅行条件・旅行代金の基準は、２０２３年４月１０日現在です。
○各コースに記載された旅行代金は、おとなお一人様満12歳以上で、こども旅行代金は満6歳以上12歳未満に適用致します。
○旅行代金には特に記載のない限り規定の交通費、宿泊費、食事代等及び旅行取扱料金を含みます。但し、指定集合場所まで及び解散場所からの交通費、
その他個人諸費用（電話代、飲み物代、有料となる手荷物の運搬料等）は旅行代金に含まれません。
○各種交通機関の運賃・料金の改定、気象条件その他の事由により旅行日程及び旅行代金を変更する場合があります。
■取消料等・・・お申し込み後、お客様の都合で旅行を取り消される場合、人員減及び出発日、コースの変更は旅行代金に対しておひとり様につき次に定める
取消料を申し受けます。

≪取消日：旅行開始日の前日から起算、取消料：旅行代金に対する料率≫

■旅程管理・添乗業務 お客様の安全かつ円滑な旅行の業務を行うため、ご旅行中の旅程管理は添乗員またはその代行者（バス乗務員）が行います。

■最少催行人員 特に指定のないコースは25名です。参加されるお客様が最少催行人員に満たない場合は旅行の実施を中止させて頂くことがあります。
この場合は原則として14日前（日帰り旅行については4日前）までにご連絡させて頂きます。

取消日 日帰り 出発日の
10日前～8日前

出発日の
7日前～2日前 出発日の前日 当 日 無連絡不参加及び

旅行開始後

取消料（旅行代金の） ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％

個人情報の取扱いについてお問い合わせ先 ： ＪＲ東海バス㈱ 総務部総務人事課 名古屋市中川区小本三丁目103番地 電話（０５２）３５２‐７８００

①当社及び受託旅行業者は、旅行申込時に提出された申込書に記載されたお客様の個人情報について、お客様への連絡、ご旅行に必要な手続きの他、以下の目的で利用致しま
す。 ・当社商品及びご案内、ご意見、ご感想の提供のお願い及び各種アンケートのお願いの送付 ・代金請求、支払、代金領収の証明、乗車券類、船車券等の納品の証明等
・当社バス旅行等をご利用いただいたお客様の利用動向の分析
②当社は、お客様の旅行の実施を目的として、お客様の個人情報を旅行サービスの提供機関、手配代行者に提供する場合があります。

【安心してバス旅行をお楽しみいただくための新型コロナウイルスの感染防止対策】
◆ご乗車に際し、お客さまへのお願いは下記のとおりです。
①ご乗車前の検温の実施（37.5度以上の方は乗車出来ません） ②ご乗車前等の手指の消毒 ③指定した座席への着席 ④車内での会話はお控えください

◆弊社の対策は下記のとおりです。
①バス車内や会社内のアルコール清拭消毒の徹底 ②バス車内や会社内に手指用アルコール消毒液の設置 ③各施設での感染防止対策の確認の励行
④社員のマスク着用、社員の体調管理（検温、手洗い・うがいの励行）

お申し込みのご案内(詳しい旅行条件を記載した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申し込み下さい)

つばめツアー専用ダイヤル

☎０５２−３５５−７８８９
営業時間（土・日・祝日は休み） 平日9：00～17:30

旅行企画実施 ジェイアール東海バス株式会社
〒454‐0828 名古屋市中川区小本３丁目１０３番地
愛知県知事登録旅行業第2-692号 本社 国内旅行業務取扱管理者 北川直美
※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、遠慮なく上記取扱管理者にお尋ね下さい。

▲露天風呂からの景色(イメージ)

※このパンフレットで使用している写真やイラストはすべてイメージです。※全コース共通：最少催行人員25名・バスガイドが同行

▲天然桜鯛会席(姿造りは２名盛)イメージ

125号 2023.4～5

◆行程（ＪＲゲートタワー市バスターミナル12番のりば 9:15集合）
名古屋駅（9:30発）～奥美濃関板取・神明温泉「湯元すぎ嶋」（昼食
＆温泉入浴）～関サービスエリア（ショッピング）～名古屋駅（17:00
頃着）
※温泉入浴用のフェイスタオルやバスタオル等は各自でご用意ください。

奥美濃・岐阜県関市板取にある秘湯の温泉旅館

“神明温泉 湯元すぎ嶋”で 源泉かけ流し温泉を堪能
🎶

▲露天風呂(イメージ)

●日帰り昼食付 ※つばめ俱楽部会員割引対象外岐阜県

春うらら♬ 加太淡嶋温泉休暇村紀州加太「天空の湯」
旬だからこそ、本物が味わえる「天然桜鯛会席」

≪「天然桜鯛会席」のお品書き≫
【前菜】 鯛わた塩辛あえ、鯛あぶりレモンマリネ
【造り】 天然桜鯛姿造り、赤海老
【鍋物】 天然鯛のしゃぶしゃぶ あおさ鍋 （骨からとった調理長自慢の黄金出汁）
【煮物】 鯛あらだき、蒸物 鯛茶碗蒸し南高梅餡かけ
【食事】 鯛どんぶりお茶漬けセット（鯛ごまだれ和え・鯛漬け卵黄和え・焼鯛）

◆行程（ＪＲゲートタワー市バスターミナル12番のりば 7:15集合）
名古屋駅（7:30発）～休暇村紀州加太（春が旬の「天然桜鯛会席」と
温泉入浴フェイスタオル付）～道の駅みさき（ショッピング）～青木松
風庵月化粧ファクトリー（大阪銘菓のみるく饅頭「月化粧」の製造工場
見学＆ショッピング）～名古屋駅（20:10頃着）

●日帰り昼食付 ※つばめ倶楽部会員割引対象外和歌山県

▲昼食(イメージ)

運行バス会社 ＪＲ東海バス

温泉名：神明温泉
泉温(源泉)：34.7度 ⇒加温有または無（PH値 8.9)
泉質名：アルカリ性単純温泉（源泉かけ流しまたは浴槽循環濾過）
効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、疲労回復等

【YouTube】

旅行代金
（お一人様）

全国旅行支援
給付額

実お支払い額
地域限定

クーポン券

5月19日 金

5月22日 月

5月29日 月

出発日

11,000円 2,200円 8,800円 2,000円

旅行代金
（お一人様）

全国旅行支援
給付額

実お支払い額
地域限定

クーポン券

5月23日 火

5月31日 水
22,000円 3,000円 19,000円 2,000円

出発日


