城 南 観 光バ ス 旅 行
２０１６年

ご予約・お問合せは… 今すぐこちらへ!!!

０１２０-３８-８５６７

後期号(出発日２０１６年１２月～２０１７年３ 月）

※フリーダイヤルは携帯電話からはご利用いただけません

ＴＥＬ：０４８-５８４－４６８２

成田山新勝寺 初詣と

Ｊツアー恒例企画

常夏のスパリゾートハワイアンズ

築地場外市場

★旅行期日

年末お買物ツアー

ｲﾒｰｼﾞ

★旅行期日

★旅行代金

4 名以上１室

￥２４,０００

３名１室

￥２５,０００

２名１室

￥２７,２００

平成２８年 １２月 ２１日（水） ２４（土）
２５日（日） ２７日（火） ２８日（水）

★旅行代金
★募集人員

全ﾙｰﾄ対応

¥ ６,５００
(交通費）
４５名
（最少催行人員２５名）

各出発地（7:00～8:00）＝ ＜高速道> ＝ 築地場外市場（年末のお買物・

1

平成２９年１月９日（月）～１０日（火）

自由昼食お楽しみください。 約３時間) ＝

(交通費・宿泊費・食事代朝１・昼２・夕１)

★募集人員

４５名

（最少催行人員２５名）

各出発地(6:30～7:30) = ＜高速道> ＝ 成田山新勝寺(参拝・昼食) ＝

1

＜高速道> ＝ いわき湯本温泉

浅草(仲見世通り・浅草寺など

スパリゾートハワイアンズ(泊)

ホテル 9:00 発 = いわき市石炭・化石館(見学) = 塩屋崎灯台(観光) =

自由散策となります) ＝ ＜高速道> ＝各地(17:30～18:30)

２

小名浜ら・ら・ミュウ(買物・昼食) ＝ ＜高速道> ＝ 各地(17:30～18:30)
※同等クラスホテルとなる場合がございます

「男はつらいよ」寅さんの舞台

初詣
★旅行期日
★旅行代金
★募集人員

成田山新勝寺 と
柴又帝釈天
平成２９年１月１４日(土)

初
詣

★旅行期日
★旅行代金

¥ ８,９００
(交通費・昼食代）
４５名
（最少催行人員２５名）

（関東厄除け三大師）

川崎大師参拝 と 横浜中華街散策

全ルート対応

＜高速道> ＝ 柴又帝釈天(観光) ＝ ＜高速道> ＝ 各地(18:00～19:00)

ワークメイト掲載旅

行

開創８９０年を迎える厄除大師

★募集人員

各出発地(6:30～7:30) ＝ ＜高速道> ＝ 成田山新勝寺(参拝・昼食) ＝
1

１泊

名店でランチコース
平成２９年１月１２日（木）１３日（金）
¥ ８,８００ (交通費・昼食代)
４５名

（最少催行人員２５名）

各出発地(6:30～7:30) ＝ ＜高速道＞ ＝ 川崎大師 平間寺(参拝)

１

＜高速道＞ ＝ 横浜中華街 （中華のランチコース・自由散策）＝
＜高速道＞ ＝ 各地(18:00～19:00)

＝

～テレビで話題の地へ～

「千と千尋の神隠しの湯屋」のモデルとなった大迫力

道の駅として復活した廃校

目黒雅叙園「百段階段」 神秘の「濃溝の滝」と房総海の幸
百段雛祭り と
★旅行期日
平成２９年 ３月 ３日（金） １３日（月）
★旅行代金
¥ ８,５００
人気のホテルバイキング
★募集人員
４５名
きっかけは１枚の写真から

(交通費・昼食代）

（最少催行人員２５名）

旧古河庭園 冬の風物詩

各出発地（6:30～7:30 頃）＝ ＜高速道> ＝ 海ほたる PA (休憩) ＝ 金谷港(昼食)＝

★旅行期日 平成２９年２月１１日（土）
２１日（火）

★募集人員

道の駅保田小学校 (買物) ＝ 河津桜「頼朝桜」
【車窓】= 清水渓流公園

にっぽん演歌の夢祭り ２０１７東京公演

好評につき！

４５名（最少催行人員２５名）

出演者: 市川由紀乃/ 小林幸子/ 島津亜矢/

各出発地（6:30～7:30 頃）＝＜高速道> ＝目黒雅叙園(百段雛祭り・・

（最少催行人員２５名）

1 九州７県のお雛様見学) ＝ ロイヤルパークホテル ザ汐留バイキン

★旅行期日 平成２９年３月１４日（火） 水前寺清子/ 千昌夫/ 長山洋子/ 細川たかし/
★旅行代金

グ(昼食 90 分) ＝ 旧古河庭園(冬の風物詩マツの雪吊とソテツの霜
除

濃溝の滝(絶景

観光) ＝ ＜高速道>＝ 海ほたるＰＡ(休憩) = ＜高速道>＝ 各地(19:30～20:30)

(交通費・昼食代・入場料）
出典 wondertrip.jp

1

¥９,８５０

★旅行代金

ｲﾒｰｼﾞ

全ﾙｰﾄ対応

見学) = ＜高速道>＝ 各地(17:00～18:00)

¥１８，５００

前川清/ 森進一/ 由紀さおり

(50 音順)

(交通費・おにぎり弁当代・SS 観覧席代）

司会:徳光和夫/藤原紀香 ゲスト:椎名佐千子/杜このみ 演奏:三原綱木&ザ・ﾆｭｰﾌﾞﾘｰﾄﾞ

各出発地（7:30～8:30 頃）＝ ＜高速道> ＝ 武道館 11:30 開演 (豪華出演者による、演歌

1

ひとすじ夢の祭典をお楽しみください.) ＝ ＜高速道> ＝ 各地(18:00～19:00)

全日程対応ルート ・城南観光バス車庫（ポイント２倍）

※お席はお申込み順となります。

寄居町役場・鉢形駅入口・道の駅はなぞの・皆野町役場・長瀞町役場

主催:読売新聞社、文化放送、ジェイティービー

〇国内旅行傷害保険加入のおすすめ 安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめします

深谷方面ルート ※ 出発日無印の日になります。
・深谷駅北口・籠原駅北口・深谷市役所川本支所

♦申込方法(1)当社所定の旅行申込書に所定事項を記載の上、下記申込金を添えてお申込いただきます。申込金は、旅行代金、取消料又は違約金のそれぞれ一部として取り扱います。ただし、20 歳未満の方は保護者の同意書が必要となりす。
(2)電話による申込の場合は、申込の翌日から起算して 3 日以内に申込手続きをお願いします。
（上記）この場合当社が契約の締結を承諾し申込金をいただいた時点で旅行契約が成立したものといたします。
♦申込金 (お一人様) 旅行代金
申込金

10,000 円未満
3,000 円

20,000 円未満
8,000 円

30,000 円以上
10,000 円

残金については、旅行出発の 21 日前までにお支払いください。当社より申込のご案内と旅行条件を説明した書面をお送りいたします。

小川方面ルート

※ 出発日 □ の日になります。

(3)宿泊の場合基本的には定員ベース(相部屋)ですが、3 名一室・2 名一室をご希望の場合はお早めにお申し出下さい。但し、状況により用意できない場合があります。
取消料(出発日を含まず)

・道の駅おがわ

・ＪＡ嵐山農産物直売所・森林公園駅南口

20 日～8 日前(注) ７日～2 日前

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

無連絡不参加及び旅行開始後

♦

30％
40％
50％
（最少催行人員２５名）
申込締切/出発の 15 日前。但し、定員になり次第締切ります。

♦

取消料/お申込後、お客様の都合で旅行の参加を中止される場合は、次の取消料をお支払いいただきます。注)1、日帰り旅行については、10 日前から取消料の対象となります。

取消料率

20％

100％

20 日前より取消料の対象となるものもございます。

◎８名様以上のグループ様はご希望場所へご送迎致します。

※運輸機関・天候の都合で行程内容、時間が変更となる場合があります。天候、気温に応じて花の開花状況が変わる場合もございます。
※お座席のみご利用のお子様料金は一律 3000 円となります。

1 グループ２箇所までとなります。

※バスのお座席はお申込み順となりますのでご了ください。※バス車内は禁煙となります。

０１２０-３８-８５６７
営業時間 9：00～18：00（日・祝祭日は除く）

本社 〒369-1201 埼玉県大里郡寄居町用土 885-1
旅行企画・実施 埼玉県知事登録 ２-１０７０号
国内旅行業務取扱管理者 吉田 正博 ＴＥＬ：０４８-５８４－４６８２

