
アーツわく わく
期 間  2020年7月〜2020年10月 地元発着 心に残る旅をお届けします。

　 お客様へ 　
日頃より日東観光わくわくツアーをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、新型コロナウイルスにより影響を受けられた皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
政府より新しい生活様式が公表され感染拡大防止に向けた取組がされている状況を受け、
当社ではお客様の健康と安心安全を最優先に考え下記のとおり感染予防対策を行いツアーを実施致します。
ご不便をおかけ致しますが「３密回避」へのご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
※今後の情勢や各施設の対応に変化があった場合は中止や予定施設及び行程を変更する場合がございます。予めご了承ください。

※途中でのご乗車は、予定時刻より遅れる場合がございますのでご了承ください。※全ての旅行代金に消費税が含まれております。
※コースの内容は若干変更となる場合がございます。※すべて画像はイメージです。 バス車内は禁煙となっております。皆様のご協力をお願い致します。 印のある商品は、ポイントのご招待対象コースです。

【1日目】館山8：20〜元気倶楽部8：30〜<館山道＞〜高速富楽里8：45〜吉原GS前9：10〜
〜木更津9：50〜アクアライン〜中央道〜談合坂（自由昼食）〜河口湖畔/金多”留満（お振舞い）〜
〜赤富士ワインセラー〜ホテル鐘山苑早め到着15：20頃 ※20：30〜勇壮な太鼓ショー&ビンゴ大会

【宿泊】ホテル鐘山苑（露天風呂付客室燦里確約） 【朝：× 昼：自由 夕：〇】ｘ
【2日目】ホテルゆっくり出発10：00〜忍野八海〜富士山デッキ〜山中湖シーホース（遅めの昼食）〜
〜えびせんべいの里御殿場店〜東名道〜アクアライン〜木更津17：00〜<各地＞〜館山18：30頃
 【朝：○ 昼：○ 夕：×】

コ
ー
ス

おひとり様旅行代金 ※小人は2,000円引き　バスガイド付、添乗員無し
木更津 ･君津 ･富津エリア 館山 ･鴨川 ･南房総エリア

4名様1室

3名様1室

2名様1室

58,000円 59,000円
60,000円 61,000円
63,000円 64,000円

※富士山側をご用意しますが気象条件によりご覧頂けない場合もあります

コース

1
1泊2日

コース

2
1泊2日

出発日 	9月発【20名限定】
	 	1（火）	3（木）	4（金）	
	 14（月）	23（水）	29（火）
	 10月発【20名限定】
	 11（日）	13（火）

9/6（日）・10/8（木）

館山発限定 9月9日（水）限定

わく わく

ポイントポイント
お楽しみお楽しみ

①日東オリジナルグッズもれなく！
②絶品！大吟醸ミニソフト
③ダム完成記念焼酎1本
④ 『今だけ金だけ自分だけ』を戒めた

渋沢栄一ゆかりの地を訪ねる
⑤ 猿ヶ京ホテルに早め到着で温泉三昧
⑥館内『スタンプラリー』で絵馬ゲット！

八ッ場ダム
今春完成!!新1万円札の顔に決定!

猿ヶ京温泉
渋沢栄一ゆかりの地と

お泊りは露天風呂付客室「燦
さ ん り

里」をご用意
富士山温泉ホテル鐘山苑でゆったりのんびり優雅に寛ぐ

化粧室付バス
16名限定

※化粧室付バスデー【16名限定】

お客様へ当面のお願い事項 当社の取組事項

①�ご自宅で検温のお願い
ご参加当日の出発前にご自宅で検温いた
だき、バスご乗車前に
乗務員へ体調の申告を
お願いします。申告内
容により、ご旅行参加
をご遠慮いただく場合
がございます。

②マスクの着用
各自ご持参をお願
い致します。
ご出発時にマスク
着用のないお客様
はご旅行に参加い
ただけない場合が
ございます。

③乗車前の消毒実施
ご乗車前等、適宜手指の消毒実施
※アレルギー等お持ちの方はこの限りでは
ございません。

④お1人様2座席
身体的距離(フィジカル
ディスタンス)を考慮し
たバス座席間隔の実施。
※乗務員との間隔を保つ
ため最前列の使用を御遠
慮いただきます。

①車両に消毒液スプレー完備
各車両に除菌 ・
消臭 ・ウイルス
除去にエタノー
ル及び次亜塩素
酸スプレーを車
載しています。

②車内消毒
バス車内、肘掛け・
シート・荷物棚等
を適宜エタノール
及び次亜塩素酸水
にて消毒。

④乗務員は業務中マスク着用
点呼時の検温等
体調管理の徹底。
手洗い･うがいの
励行
※ガイド及び添乗
員は案内時も含み
ます。

③バスは内気循環・外気導入
当社バスは自動で内気循環・外気導入
モード切替えの換
気制御装置を備え
ています。
走行前後にも可能
な範囲で換気を行
うように努めます。

エタノール
除菌

次亜塩素酸
除菌

エタノール除菌

源泉
かけ流し 1泊2日

夏企画! 第24弾
緊急！2020年9月〜10月限定

日帰りわくわくツアー専用ポイントカード【招待券・割引券】使用期限延長のご案内！
2020年2月～7月で有効期限切れのカードをお持ちの方は2021年3月まで期限を延長します。

◆食事条件
（※宴会はありません。）朝食1回・昼食2
回・夕食1回付（夕食時お酒またはジュー
ス1本付）
※取消料;お客様のご都合で旅行をお取消
しの場合14日前から発生します。
また御参加の方から1室毎の利用人数の
変更に対する差額代金を其々頂きます。

コースのご案内

おひとり様旅行代金 ※小人は2,000円引き　バスガイド付、添乗員無し
4名様～1室 3名様1室 2名様1室

平日・休日出発

化粧室付バスデー

30,000円
33,000円

31,000円
34,000円

34,000円
37,000円

コース 【宿泊】　豆富懐石　 猿ヶ京ホテル

1日目
【1日目】館山・鴨川6：00〜元気倶楽部6：10〜吉原GS前7：10〜木更津7：50〜アクアライン〜
〜深谷駅（橋上のレンガ駅舎）…霊泉の杜瀧宮神社（参詣）〜高崎/食亭つかさ（昼食）〜関越道〜
〜譽國光（見学・ミニソフト付）〜猿ヶ京ホテル【泊】15：50頃 【朝：× 昼：〇 夕：〇】

2日目
【2日目】ホテル9：00〜漬物処加作〜関越道〜真田街道〜完成！八ッ場ダム&四橋めぐり〜
〜浅間酒造観光センター（昼食・完成記念プレゼント付）〜軽井沢経由〜上信越道〜アクアライン〜
〜木更津17：30〜＜各地＞〜吉原GS前18：10〜館山・鴨川19：10頃 【朝：○ 昼：○ 夕：×】

クチコミサイト
 高評価！

人気店

日東交通オリジナル動画日東交通ホームページ



館山営業所	 ☎0470−29−7782
鴨川営業所（待崎車庫）	 ☎04−7092−2301

木更津営業所	 ☎0438−23−0155

0120−210−444お問い合わせお申し込みは日東観光
ご旅行条件（要約）お申し込み頂く前に

必ずお読み下さい。

口座番号
00130−5−550128
お振込み御希望のお客様はお申込みの際にお申し出下
さい。振込用紙を送付致します。	 	
また局に備え付け青色払込書に必要事項記入（氏名・電
話・住所・コース）の上お振込可能です。

千葉県知事登録旅行業第2−811　（一社）全国旅行業協会会員　〒292−0833　千葉県木更津市貝渕2−12−44
国内旅行業務取扱管理者　原　鈴代　ホームページ　http：//www.nitto−kotsu.co.jp	

旅行企画実施
日東交通株式会社

FAX.0438−23−5845営業時間　9：00〜17：00
	 土曜・日曜・祝日定休個人情報の取り扱いについて

当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報についてお客様との連絡の為に利用させて頂く他お客様の旅行において運送・宿泊機関
等の提供するサービスの手配及び手続きに必要な範囲内で利用させて頂く事がございます。

旅行代金は、ゆうちょ銀行でお振込できます。 貸切バス事業者安全性評価認定
2つ星を取得しています

２０２０年12月31日

日東交通は「安全輸送」を最優先に更に「安心・快適」
なバス旅を提供するため社員一丸となり取り組んで
まいります。

� 日東交通株式会社

※�汚れても良い服装でご参加の
上、長靴をご持参ください。

※入浴用タオルは
� 有料になります。

●お申込みの際は会費又は申込金を添えてお申込み下さい。
①申込金　日帰り全額・1泊コース5,000円・2泊コース10,000円。②残金は出発日の14日前迄にお支払い下さい。
併せて代表者及び参加者全員の住所・氏名・生年月日・電話番号（携帯番号）をお知らせ下さい。
●最少催行人員は18名（ただし化粧室付バスコースは１５名）です。最少催行人員に満たない場合はツアーを中止する事があります。また乗車人員に
より中型バスで運行する事がありますので予めご了承下さい。
●バスの座席は原則として当社で指定させて頂きます。
●最少催行人員に達しない場合は旅行開始日の14日前（日帰りは4日前）までに催行中止の御連絡をし、お支払い頂いている旅行代金を払い戻して
旅行契約を解除します。
●取消料	　お申込み後お客様の都合で取消しされる場合、下記の取消料を申し受けます。

宿 泊 コ ー ス 出発日の14日前〜8日前
出発日の7日前〜2日前 宿泊日の前日 当日 無連絡不参加又は

旅 行 開 始 後日帰りコース 出発日の10日前〜8日前
旅行代金の 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

●お客様が御旅行中に疾病・傷害その他の事由により医師の診断又は加療が必要の状態と当社が判断する場合は旅行の円滑な実施をはかる為に必要
な措置をとらせて頂きます。これに係る一切の費用はお客様のご負担となります。
●当社は「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守して募集型企画旅行を企画・実施いたします。
そのため、お客様のご旅行を安全に実施するために体調をお伺いしたり、また、旅行開始当日であっても、お客様の体調によってはご参加いただ
けない場合もございます（規定の取消料を申し受けます）。
●天災気象等により止むを得ない場合は運行中止またはコースを変更する場合があります。
●その他、当社規定による。

おひとり様旅行代金 

14,000円
食事 朝× 昼 ◯ 夕 ×

※小人は 300 円引き

食事 朝× 昼 ◯ 夕 ×

おひとり様旅行代金 ※小人は 300 円引き
木更津

君津・富津
エリア

食事
朝 おむ

すび

館山・鴨川
南房総
エリア

昼 ○
夕 ×

15,000円
16,000円

日帰り
コース

3

日帰り
コース

8

日帰り
コース

5
日帰り
コース

6

日帰り
コース

4

日帰り
コース

7

日帰り
コース

9
日帰り
コース

10

8/18（火） 
8/20（木）

館山発 7/27（月） 8/4（火） 8/16（日）
館山発 9/3（木） 8（火）鴨川発 7/25（土） 8/5（水） 8/18（火）
鴨川発 9/7（月） 10（木）

■館山7：00〜元気倶楽部7：10〜高速富楽里7：25〜吉原GS前7：50〜木更津8：30
■鴨川7：00〜長狭街道〜吉原GS前7：50〜木更津8：30
〜木更津魚市場（見学）〜フルーツ街道夢農場（ブルーベリー摘み）〜木更津魚市場（昼食）〜
〜クルックフィールズ（見学）〜八天堂きさらづ（買物）〜木更津16：00〜館山・鴨川17：30頃

コ
ー
ス

君津BT横6：30〜木更津6：50〜アクアライン〜東名道〜富士スバルライン〜
〜富士山五合目（フリータイム）〜富士スバルライン〜印傳館山澄園（昼食）〜
〜山梨リニア見学センター（見学）〜中央道〜アクアライン〜木更津17：20〜君津17：40頃

コ
ー
ス

おひとり様旅行代金 ※小人は 300 円引き 食事 朝× 昼自由 夕×
木更津

君津・富津
エリア

館山・鴨川
南房総
エリア 15,000円14,000円

■館山7：00〜元気倶楽部7：10〜高速富楽里7：25〜吉原GS前7：50〜木更津8：30
■鴨川7：00〜長狭街道〜吉原GS前7：50〜木更津8：30
〜アクアライン〜首都高〜としまえん（フリー・自由昼食）〜東京タワー（見学）〜
〜アクアライン〜木更津17：00〜館山・鴨川18：30頃

コ
ー
ス

■館山6：00〜元気倶楽部6：10〜高速富楽里6：25〜吉原GS前6：50〜木更津7：30
■鴨川6：00〜長狭街道〜吉原GS前6：50〜木更津7：30
〜アクアライン〜東名道〜伊豆フルーツパーク（昼食・メロン1玉狩り+1/4試食）〜
〜三嶋大社（コロナ除参詣）〜東名道〜アクアライン〜木更津17：10〜館山・鴨川18：40頃

コ
ー
ス

■館山7：00〜元気倶楽部7：10〜高速富楽里7：25〜吉原GS前7：50〜木更津8：30
■鴨川7：00〜長狭街道〜吉原GS前7：50〜木更津8：30
〜はちみつ工房（見学）〜小糸：医農野菜の会（体験・昼食）〜亀山温泉ホテル（入浴）〜
〜ローズガーデン（見学）〜小泉酒造（試飲・買物）〜木更津16：50〜館山・鴨川18：20頃

コ
ー
ス

■館山6：00〜元気倶楽部6：10〜高速富楽里6：25〜吉原GS前6：50〜木更津7：30
■鴨川6：00〜長狭街道〜吉原GS前6：50〜木更津7：30
〜アクアライン〜中央道〜彩石の蔵（見学）〜萩原フルーツ農園（ぶどう狩り/完全予約制）〜
〜フルーツパーク富士屋ホテル（昼食）〜ハーブ庭園旅日記（見学）〜中央道〜アクアライン〜
〜木更津17：20〜館山・鴨川18：50頃

コ
ー
ス

木更津駅東口8：00〜君津駅南口8：30〜上総湊駅9：00〜富津館山道〜富楽里PA9：25〜千倉：能蔵院（参詣）〜
〜南房総市内（昼食）〜野島崎海底透視船（乗船）〜富浦枇杷倶楽部（ドローン体験又はキンセンカクリーム体験）〜
〜富津館山道〜富楽里PA17：15〜上総湊駅17：40〜君津駅南口18：10〜木更津駅東口18：40頃

コ
ー
ス

君津バスターミナル横発着

協 力
（一社）南房総市観光協会

館山発 10/17（土） 26（月）
鴨川発 10/18（日） 24（土）

青龍山 能蔵院

あわび踊り焼き

快適な旅をお約束します！　　　　　　　　　　　　※日帰り全コース往復館山道利用（館山・鴨川方面）
※身体的距離を考慮したバス座席（お1人様2座席）

館山発 8/26（水） 31（月）
鴨川発 8/25（火） 28（金）

①青龍山能蔵院より特製「コロナ除け」お守りプレゼント！
　希望者にはツアーオリジナル御朱印も承ります。
②南房総市観光協会よりちょっぴりプレゼント！
③枇杷倶楽部500円お買物券プレゼント！
④枇杷倶楽部で選べる体験先着10組ドローン操縦体験
　又はキンセンカ（カレンデュラ）美容クリーム作り体験付
⑤枇杷倶楽部のビワソフトクリーム100円割引券付
⑥	土曜日は「道の駅　和田浦WA・O！」の「ツアー特製舟
盛り御膳」です。日曜日は「漁師民宿まきの」の「あわび
踊り焼き御膳」です。
⑦日東交通から小学生に日東交通グッズプレゼント！

ツアーポイント

7/25（土）より （8/8、9除く）

9/27（日）までの毎土日

鴨川発

館山発

8/13（木） 8/21（金）
8/1（土） 8/17（月） 

地元 小さな旅in小さな旅inバスガイドと行く

&&開運・
パワースポットめぐり

■館山8：00〜元気倶楽部8：10〜高速富楽里8：25〜吉原GS前8：50〜木更津9：30
■鴨川8：00〜長狭街道〜吉原GS前8：50〜木更津9：30
〜館山道〜東関道〜空の駅さくら館/飛行機の見える丘（弁当）〜
〜空の駅　風和里しばやま（見学）〜道の駅むつざわ2019/9オープン（見学）〜
〜『吉ゾウくんと紅花』の長福寿寺（参詣）〜圏央道〜　
〜木更津17：00〜館山・鴨川18：30頃

コ
ー
ス

通常非公開の木更津魚市場でマグロ解体見学や生本マグロ丼の昼食
五感で感じる話題のスポット！クルックフィールズへ

完全無農薬の
� ブルーベリー食べ放題

週末は南房総へ‼週末は南房総へ‼

夏の南房総市南房総市満喫満喫
スペシャルツアースペシャルツアー

優雅に

甲州盆地の高台に建つ甲州盆地の高台に建つ

ランチ
リゾートホテルでリゾートホテルで はフルーツ王国     やまなしで♪

おひとり様旅行代金 ※小人は 300 円引き
木更津

君津・富津
エリア

食事
朝 おむ

すび

館山・鴨川
南房総
エリア

昼 ○
夕 ×

16,000円
17,000円

海底透視船とドローン体験は天候により欠航、体験不可の
場合があります。

鴨川発 7/30（木）
館山発 7/29（水） 8/4（火）
おひとり様旅行代金 ※小人は 300 円引き 食事 朝× 昼弁 夕×

木更津
君津・富津

エリア

館山・鴨川
南房総
エリア 9,500円8,500円

昼食は木かげ食堂まごころ弁当・お茶付

各出発日とも20名限定
このコースを貸切希望の方は
ご相談下さい。

木更津発
最少催行人員15名

4,980円 3,500円大�

人
小�

人

土曜発　昼食が「ツアー特製舟盛り御膳」

5,980円 4,500円大�

人
小�

人

日曜発　昼食が「あわび踊り焼き御膳」富楽里から
乗車の方
500円引！

上総老舗の　
10月だけの
限定体験！
10月だけの
限定体験！君津の魅力

発見ツアーで
免疫力UP!免疫力UP!
・蜂蜜試食と蜜しぼり！
・激レア枝豆収穫体験！
・希少！無農薬バラ園！
・新酒造り到来の酒蔵へ！

94年の歴史にピリオド

東京タワー(メインデッキ見学)

（お子様は日東交通よりお土産付）

入園+入園+
のりものフリーきっぷ付これで

見納め！としまえんとしまえん メロンスイーツ＆
マスクメロンマスクメロン1玉狩り1玉狩り + 試食試食4－1 4－1

登録2013年6月22日
  世界文化遺産に 富士山五合目へ♪

日本一の今
年は
今
年は

おひとり様旅行代金 ※小人は 300 円引き 食事 朝× 昼○ 夕×
木更津

君津・富津
エリア

館山・鴨川
南房総
エリア 14,000円13,000円おひとり様旅行代金 ※小人は 300 円引き 食事 朝× 昼○ 夕×

木更津
君津・富津

エリア

館山・鴨川
南房総
エリア 13,500円12,500円


