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東北信＝更埴IC（7:30）＝〈高速道〉＝松本IC＝〈安房トンネル〉
＝高山市内観光（自由散策）＝高山IC＝〈高速道〉＝白川郷IC＝
白川郷にて昼食…昼食後、白川郷合掌作り集落自由散策12:20
～14:20＝白川郷IC＝〈高速道〉＝美川IC＝〈小松バイパス〉＝
粟津IC＝（16:00頃）粟津温泉　旅亭懐石のとや【宿泊】

宿（9:10）＝那谷寺（拝観）＝金沢市内観光（尾山神社・金沢城など
自由散策）＝近江町市場（買物）＝※金沢市内（昼食）13:00～
14:00＝金沢森本IC＝〈高速道〉＝信州中野IC（18:20）＝東北信
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■行程■行程

■お食事：朝食1回・昼食2回・夕食1回
■最少催行人員：22名様　（バス定員は22～24名とし、お客様が隣り合わせにならな
　いよう配席いたします。）　■添乗員：各乗車地より同行します。

■お食事：朝食1回・昼食2回・夕食1回（夕食時、酒またはソフトドリンク1本付き）
■15名様以上で別会場の手配を承ります※ご用意できる数に限りがあります。
■最少催行人員：22名様
　（バス定員は22～24名とし、お客様が隣り合わせにならないよう配席いたします。）
■添乗員：各乗車地より同行します。
※お部屋は洋室又は和洋室になります。

東北信＝長野IC（8:50）＝〈高速道〉＝米山IC＝飯塚邸※（見学）＝柏崎市内
（昼食）11：50～12:50＝長岡トキみ～て（見学）＝弥彦神社（見学）＝（15:50
頃）寺泊岬温泉ホテル飛鳥【宿泊】

宿（8:30）＝寺泊:魚アメ横町（買物）＝道の駅ながおか花火館（ミュージアム
見学・シアター鑑賞）＝長岡市内（昼食）12：00～13:00＝吉乃川酒ミュージアム
（見学）＝長岡IC＝〈高速道〉＝長野IC（17:00）＝東北信
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■行程■行程

長野IC（7:30）＝東信＝〈高速道〉＝八千穂高原IC＝精進湖＝三島市内（昼食）
12：30～13：30＝三嶋大社（見学）＝函南塚本IC＝〈高速道〉＝大仁南IC＝中伊豆
ワイナリー（見学・買物）＝（17:00頃）伊豆稲取温泉 東海ホテル湯苑【宿泊】

宿（8:40）＝いろり海産（買物）＝〈伊豆スカイライン〉＝箱根神社（見学）＝箱根
（昼食）12：00～13：00＝〈箱根ロープウェイ・大涌谷＋＋桃源台＋＋大涌谷〉＝
須走IC＝〈高速道〉＝須玉IC＝〈高速道〉＝東信（17:50）＝長野IC（18:50）

■出発日■出発日

11
月

12
月

10㈬　12㈮　14㈰　19㈮　
　28㈰

　3㈮　　5㈰　10㈮　12㈰

■出発日■出発日

11
月

10
月

12
月

◇大涌谷観光について
現在噴火レベル 1 の為、大涌谷周辺の入山は可能となっておりますが大涌谷園地の一部（自然研究路・
大涌谷湖尻自然探勝歩道など）に立入禁止区域がございます。大涌谷火山周辺は、火山活動の影響によ
り火山ガスが発生しており、下記の方は健康を害する可能性がございますので、ご注意ください。
□アレルギー性喘息の方　□気管支疾患の方　□呼吸器 (肺 ) 疾患の方　
□心臓疾患の方　□心臓ペースメーカーを装着した方
今後の火山活動により、大涌谷観光を中止する場合がございます。ご了承ください。
詳しくはお申込み時にお問合せください。

11
月

12
月

10
月 29㈮　31㈰

　3（水・祝）　 5㈮　　7㈰　10㈬　12㈮　
13㈯　14㈰　17㈬　19㈮　21㈰　

26㈮　27㈯　28㈰　
30㈫
　3㈮　　5㈰　　9㈭　 ※日程によって昼食の時間が変更になります。

平日及び休日料金旅行代金（お1人様） 休前日料金
35,000 円（税込）
 37,200 円（税込） 
39,400 円（税込）

4～6名1室利用
3名1室利用
2名1室利用

39,800円（税込）
42,000円（税込）
44,200円（税込）

長電ホテルズペアで6名様ご招待長電ホテルズペアで6名様ご招待長電ホテルズペアで6名様ご招待長電ホテルズペアで6名様ご招待長電ホテルズペアで6名様ご招待長電ホテルズペアで6名様ご招待
長電バスと合同企画

全旅行終了後、謝恩旅行参加者の中か
ら、抽選により当選決定いたします。尚、
当選者への発送をもって発表にかえさせ
ていただきます。

上林ホテル仙壽閣1
野沢グランドホテル2

共通ポイントカード
ご参加いただいたツアー内容に応じて
ポイントを差し上げます。3ポイントごと
に1,000円キャッシュバックいたします。
詳しくは受付にて
ご案内いたします。
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ながでん

料理

写真提供 岐阜県白川村役場

のとや全景

那谷寺

夕日

露天風呂からの夕日

料理

1 泊 2 日

●この旅行は、長野電鉄（株）「以下（当社）といいます。」が企画・実施する旅行であり、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したことになります。募集型企画旅行の契約内容、条件は旅
行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程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。
1.お申し込み　旅行のお申し込みは料金の20％を添えてお願いします。
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（海外旅
行においては21日目）に当たる日より前にお支払い下さい。お預かりのお申込金は旅行代金に繰り入れます。
3.旅行の取消　最少催行人員に満たない場合は、旅行を中止することがあります。この場合国
内旅行においては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目（日帰りは3日目）海外
旅行においては23日目にご連絡いたします。
4.取消料等　お申込後、お客様の都合により旅行を取り消される場合、及び所定の期日までに
旅行代金の入金がなく、当社が参加をお断りした場合は次に定める取消料を申し受けます。

5.お客様に対する責任及び免責事項
　この旅行において発生した事故などに対する責任は、当社旅行業約款に基づきます。
6.基準日等
　このパンフレットに記載された旅行サービスの内容は、2021年9月1日を基準としております。

募 集 型 企 画 旅 行 条 件（抜粋） お申し込み前に必ずお読みください
国内
旅行

20日前～11日前

無　料日帰り
宿 泊

10日前から8日前

20％
20％

7日前から前々前

30％

前日

40％

当日

50％

旅行開始後又は
無連絡不参加

全　額

※日程表の出発、到着時間は道路状況・天候等により変更になる場合がございます。 ※写真は全てイメージです。

利用バス会社…長電バス、千曲バス、上田バス
　　　　　　　または同等クラス

貸切バスチャーター　25名様以上で「貸切」希望の場合は出発日以外でも設定できる場合もありますのでお問い合わせください。
安全なバス運行について　当社では、お客様の安全確保を第一とし道路運送法第9条の2第2項に基づき、適正な範囲内の運賃・料金の運行をいたします。
また、旅行業法に基づき旅行取扱主任者の責任下においてコース等を作成並び手配をし、当社の旅程管理者が同行・添乗をしツアーの安全及び旅程を管理いたします。

〒380-0823 長野市南千歳1-17-7 長電長野パーキングビル（タウンパル）1階

月曜日～金曜日 AM9：00～PM6：00予約受付時間

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第1788号・日本旅行業協会正会員

★バス車内は禁煙になります。★車内のシートベルト装着にご協力ください。
個人旅行の航空券・JR・高速バス・ホテルの手配も行っております。ご利用ください。

☎

☎

☎

■

■

■

旅行センター

中 野 支 店

佐 久 平 支 店

026-227-3535
0120-81-8150
0269-22-4705
0120-91-3988
0267-66-0111
0120-97-0832

フリーダイヤル

フリーダイヤル

フリーダイヤル

※詳細は別途資料に同封いたします。

１社員の対策 
●添乗員・乗務員は体調管理・マスク着用・手洗い・うがいを徹底します。
●添乗員・ガイドは飛沫防止の為、可能な限り前方を向いてアナウンスいたします。
2 貸切バス会社の対応について 
●バスの定員は最大 22～24 名とし、お客様が隣り合わせにならないよう配席いたします。
●バス走行時は、外気導入モードを使用し、車内換気を行います。

●長時間駐車する場合は、定期的に車内換気・消毒作業を行います。
3 お客様への対応・お願い
●ご旅行中はマスクを着用し、健康チェックシートの記入、検温等にご協力をお願いし
ます。

●バス乗車口に消毒液を設置いたしますので、手指の消毒をお願いします。
●使い捨ての除菌用おしぼりをご用意いたします。
●車内では原則飲食禁止とさせていただきます。

新型コロナウイルス 感染症予防対策 

2022

新春
1泊
2日

成田山新勝寺

母畑温泉 八幡屋の旅母畑温泉 八幡屋の旅母畑温泉 八幡屋の旅
ぼ　ばたぼ　ばたぼ　ばた

成田山新勝寺初詣と成田山新勝寺初詣と成田山新勝寺初詣と

のの

新春

予告

2022年 1月

※成田山新勝寺は混雑状況により、
　入場を制限する場合がございます。
※成田山新勝寺は混雑状況により、
　入場を制限する場合がございます。

14㈮ 16㈰ 18㈫ 
21㈮ 23㈰ 30㈰

八幡屋本館展望大露天風呂

平日料金旅行代金（お1人様）
42,500円（税込）
43,600円（税込）
44,700円（税込）

4～6名1室利用
3名1室利用
2名1室利用

得得トク デートク
 デー

うれしい黄字 500円引500円引お1人様は

※12月の見学は春日山林泉寺になります。

■お食事：朝食1回・昼食2回・夕食1回
　（夕食時、酒またはソフトドリンク1本付き）
■10名様以上で別会場の手配を承ります。
　※ご用意できる数に限りがあります。
■最少催行人員：22名様　（バス定員は22～24名とし、
お客様が隣り合わせにならないよう配席いたします。）
■添乗員：各乗車地より同行します。

1泊
2日

1泊
2日

伊豆
稲取温泉 飛鳥飛鳥ホテルホテル

寺泊岬温泉

　　　　　　  信州中野駅P／小布施駅／須坂駅P／権堂バス停P
JR長野駅東口（ユメリアバスパーク）P／道の駅ヘルシーテラス佐久南Pなど 
乗車予定場所

※Pマークのご乗車場所には駐車場がございます。ご利用の場合はお申し出ください。（台数に限りがございます・要予約）
※信州中野駅、須坂駅、権堂、長電長野パーキング（善光寺口）のPは有料となります。
※バス座席のご希望はお申込順となります。（ご希望に添えない場合がございますのご了承ください。）

　お客様の状況によっては、当社の手配内容に含まれていない特別な配慮・措置が必要になる可能性
があります。詳細は別途お渡しします「旅行条件書」の「お申し込み条件」を確認のうえ、特別な配
慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。

障害者差別解消法
に関するご案内

食物アレルギー

全コース共通のご案内 （※必ずお読みください）

食物アレルギーのある方はご出発前に必ずお申し出ください。

平日料金旅行代金（お1人様）
34,000円（税込）
35,100円（税込）
37,300円（税込）

4～5名1室利用
3名1室利用
2名1室利用

黄字
お1人様

全日程500円引

は

500円引500円引

得得トク デートク
 デー

うれしい黄字 500円引500円引お1人様は 青字は休前日

料理

【弊社からお客様へのご案内】
お客様の健康状態を確認させていただく為、旅行当日健康チェックシー
トをご提出いただきます。また国の方針に基づきワクチン検査パッケージを
導入する場合がございます。
旅行当日に発熱など体調が悪い場合や健康チェックシートに該当するもの
がある場合は、旅行の参加をお断りさせていただくことがございます。
また、旅行参加中に体調を崩された場合も同様の対応を取らせていただき
ます。ご了承ください。
国や県・市町村の要請により、見学や立寄施設が休館になった場合、行程
を変更する可能性があります。

【GOTOトラベルについて】
現在GOTOトラベル事業は一時停止となっておりますが、事業
再開後は支援ルール（ワクチン検査パッケージ等）に基づき割
引を適用させていただきます。
正式に再開が決定した際は、準備が整い次第、該当コースにつ
きましてHPやお電話でご案内いたします。
また、事業内容によっては助成対象とならないコースもございます。
※GOTOトラベル事業が再開されない場合、割引支援の適用は
ございません。その際、既にご予約済みの旅行を取消する場
合、規定の取消料が適用されます。

長野県又は当該地域に緊急事態宣言又はまん延防止等重
点措置が発令された場合、安全確保の観点から本ツアー
は催行中止とさせていただきます。
その場合、旅行代金は全額返金いたします。また旅行中に
発令された場合は、サービスの提供が完了している部分は
お客様にご負担いただき、未提供の部分に関してはご返金
いたします。発令前のお客様の判断によるお取消について
は、規定の取消料が適用されます。ご了承ください。
なお、国から旅行参加者制限の通達があった場合、該当に
なるお客様へご連絡いたします。

伊勢えび・あわび・金目鯛

カニ付き

1組
2名様

2組
4名様

得23（火・祝） 得25（木）

得   3（金） 得   5（日） 得   9（木） 得10（金） 得12（日）

得17（水）

得10（水）

得29（金） 得31（日）

うれしい

得29（金）

得   7（火） 得   8（水） 得10（金）

得  2（火） 得  4（木）
得  8（月） 得17（水）

得10（水）
得26（金）
得  3（金） 得  5（日） 得10（金） 得12（日）

得得トク デートク
 デー


