
※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。 ※すべて画像はイメージです。
※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。

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。

アーツわく わく
期 間  2021年11月〜2022年1月

 日帰りわくわくツアー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〜 2021 年 10月で有効期限切れカードをお持ちの方は 2022 年 3月まで期限を延長します。

 貸切バス事業者安全性評価認定
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

添乗なしガイド付

「GoToトラベル」
再開時の割引適用
について

GoToトラベルの再開発表後、掲載コースがGoToトラベルキャンペーンの条件を満たす場合は準備が整い次第割引支援対象となる出発日をご予約のお客様に個別に通知し、参加
条件等に同意いただけましたら再開後の割引支援ルールに基づき割引を適用する予定です。
※再開時の割引支援の時期・適用条件は10月7日現在発表されておらず、再開時の適用条件は大きく異なる場合があります。
※GoToトラベル事業が再開されていない場合は割引支援の適用はありません。
※適用条件により掲載コースが割引支援対象とならない場合があります。

発着地共通

〜何処へ行くかは風任せ〜 日頃の御愛顧と御礼をこめて…

おひとり様旅行代金 ※こどもは 300 円引き 食事 朝× 昼 ◯ 夕 ×

化粧室付バス 発着地共通17,000円 16,000円

乗車地  ■館山6：00〜元気倶楽部6：10〜高速富楽里PA6：25〜吉原GS前6：50〜木更津7：30
 ■鴨川駅西口6：00〜八色車庫6：05〜長狭街道経由〜吉原GS前6：50〜木更津7：30

行程  〜何処へ行くかは風任せ〜木更津17：40〜19：10頃着

１２/１４（火）・１７（金）・１９（日）館山発

１２/１３（月）・１６（木）・１８（土）鴨川発

1２/11（土）は化粧室付バス館山発

出発日

第70弾
ロングセラー 歳末 謎のミステリーツアー   “新巻鮭付”

【第70弾企画のポイント】
1. 歳末恒例『新巻鮭1本付』
2.  外はもちっと、中はとろり！絶品の〇〇柿2個付！
3.  他にも盛りだくさんご用意…お楽しみに〜♪
4.  昼食は、二段せいろ蒸し（栗おこわ＆きのこ3種） 

特製すき焼き御膳！
5.  特別にわくわくツアーご招待対象コース10

ポイント獲得カードお持ちの方におすすめ♪

コース

7 日帰り

コース

8 成田山新勝寺＆パワースポット香取神宮
館山観光営業所が、10月1日より館山駅前に移転となりました。

ご利益を求めて、おすすめのパワースポットを
ゆっくりお参りします！

昼食は、成田市内のホテルで千葉県産の食材満載『満喫洋食膳』
をご用意！館山・南房総市・鋸南町限定発着のイチオシツアー
になります。

日帰り

発着地限定

乗車地  ■館山7：30〜127号線沿い〜鋸南保田ICの所定区間
行程  〜成田山新勝寺（自由参拝）〜成田市内【昼食】〜香取神宮(自由参拝）

 〜道の駅水の郷さわら(買物）〜木更津17：00〜17：30頃着

おひとり様旅行代金 ※こどもは 300 円引き 食事 朝× 昼 ◯ 夕 ×

発着地共通 11,000円

11/21（日）館山発

出発日

25名様限定

乗車地  ■袖ケ浦南口8：00〜■木更津駅東口8：30〜■君津駅南口9：00〜
行程  〜ソムリエハウス酒匠の館（試飲）〜もみじロード紅葉散策〜漁師料理かなや【昼食】〜

 鋸山ロープウェイ（往復/空中散歩）〜ザ・フィッシュ（買物）〜木更津16：20〜17：20頃着

コラボ

第 3 弾 もみじロードの紅葉＆鋸山スペシャル
地元の魅力再発見！ 房総の紅葉スポットをめぐるショートトリップ企画

昼食は海辺の
釜めしをご用意!

12/3（金）・12/4（土）
出発日

袖ケ浦発 君津発木更津発 20名様限定

共同企画　( 一社 ) 南房総市観光協会　富津市観光協会

イメージ

日帰り

発着地限定

女性も安心

感染予防のため、25名様限定 ! （化粧室付バスは、18名様限定）

おひとり様旅行代金 ※3歳～小学生はおひとり様6,300円です。 食事 朝× 昼 ◯ 夕 ×

7,300円



館山観光営業所（駅前）
☎0470−29−7782

鴨川観光営業所（八色）
☎04−7092−2301

木更津観光営業所
☎0438−23−0155

お問合せ・お申込みはご旅行条件（要約）お申込み前に
必ずお読み下さい。

口座番号
00130－5－550128
お振込ご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。また局に備え付けの青色払込書に 
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号　（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
総合旅行業務取扱管理者：沼野 丈幸　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

旅行代金は、ゆうちょ銀行でお振込できます。

● お申し込みの際は会費または申込金を
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残金は出発日14日前迄
にお支払いください。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（携帯電話番号）をお知らせ
下さい。

● 最少催行人員に満たない場合はツ
アー中止とすることがあります。ま
た、乗車人員により中型バスで運行す
ることがありますので予めご了承くだ
さい。

● バスの座席は原則として当社で指定さ
せていただきます。

● 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
に催行中止のご連絡をし、お支払いい
ただいた旅行代金を払い戻して旅行
契約を解除します。

● 取消料　お申込み後のお客様の都合で
取消される場合、下記の取消料を申し受
けます。

● 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）。
● お客様がご旅行中に疾病・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取
らせていただきます。これに係る一切の
費用はお客様のご負担となります。

● 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、当社規定によります。
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％

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ついて必要な範囲内で利用させて頂く事がございます。

0120−210−444日東観光

※日帰りツアーの「朝食おむすび」提供は新型コロナウイルス対策の為中止とさせていただきます。

ツアーに参加されるお客様へのお願い
①ご参加当日のバス乗車前に乗務員へ体調の申告及び検温にご協力をお願いします。
②�各自マスクのご持参・着用をお願いします。マスク着用の無いお客様はご旅行にご参加
いただけない場合がございます。
③�バスご乗車前の適宜手指の消毒にご協力願います。ただしアレルギー等をお持ちの方
はこの限りではありません。
④車内では大声での会話は極力お控え下さい。飲酒は禁止とさせていただきます。
⑤今後の社会情勢等によりツアー中止及び行程変更となる場合があります。

わくわくツアーの取り組み
①�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装備しています。

②�バス車内･肘掛け･座席･荷物棚等を適宜エタノー
ル及び次亜塩素酸水にて消毒を行っています。

③�バス車内は自動で内気循環・外気導入モード切替の換気制御装置を装備していま
す。走行前後も可能な範囲で換気を行っています。

④�乗務員は業務中マスクを装着します。点呼時の検温等体調管理を徹底し手洗い・う
がいを励行します。バスガイド及び添乗員は案内時も含みます。

⑤�バス1台につき定員を制限します。座席は1列3名までのご利用で、ご夫婦などグ
ループ内では相席となりますが、他のグループの方との相席はありません。

※当社の取組など詳しくはホームページにてご確認下さい。

安心で楽しいバス旅の新スタイル

初詣 成田山＆川崎大師

初詣 明治神宮＆浅草寺・雷門/仲見世＋皇居ぐるりドライブ

コース

9

コース

11

木更津 ･ 君津 ･ 富津

館山 ･ 鴨川 ･ 南房総

木更津 ･ 君津 ･ 富津

館山 ･ 鴨川 ･ 南房総
11,000円

12,000円

木更津 ･ 君津 ･ 富津

館山 ･ 鴨川 ･ 南房総
12,000円

13,000円

初詣 成田山＆巣鴨とげぬきコース

10

乗車地  ■館山6：30〜元気倶楽部6：40〜高速富楽里6：55〜吉原ＧＳ前7：20〜木更津8：00
 ■鴨川駅西口6：30〜八色車庫〜長狭街道〜金谷港〜吉原GS〜木更津8：00

行程  〜成田山新勝寺（参拝・自由食）〜川崎大師（参拝）〜
 木更津16：30〜18：10頃着

乗車地  ■館山7：00〜元気俱楽部〜高速富楽里〜吉原GS〜木更津8：40
 ■鴨川駅西口7：00〜八色車庫〜長狭街道〜金谷港〜吉原GS〜木更津8：40

行程  〜明治神宮（参拝）〜皇居ぐるりドライブ（車窓）〜浅草寺・仲見世
 （昼食・散策）〜木更津16：15〜18：00頃着

乗車地  ■館山6：30〜元気倶楽部6：40〜高速富楽里6：55〜吉原ＧＳ前7：20〜木更津8：00
 ■鴨川駅西口6：30〜八色車庫〜長狭街道〜金谷港〜吉原GS〜木更津8：00

行程  〜成田山新勝寺（参拝・自由食）〜巣鴨とげぬき地蔵尊（参拝）〜
 木更津17：00〜18：50頃着

1/13（木）館山発 1/14（金）鴨川発

出発日

1/15（土）館山発 1/12（水）鴨川発

出発日

1/25（火）館山発 1/27（木）鴨川発

出発日

明治神宮参拝の後は、皇居をぐるりとドライブします。
ニュースで何かと話題のスポット（国会議事堂・最高裁・
国立劇場・半蔵門・英国大使館・・・）♪車窓よりガイドが
御案内♬
ご昼食は、浅草で江戸前天麩羅御膳付き！

日帰り

日帰り

日帰り

おひとり様旅行代金 ※こどもは 300 円引き 食事 朝× 昼 × 夕 ×

11,000円

12,000円

おひとり様旅行代金 ※こどもは 300 円引き 食事 朝× 昼 × 夕 ×

おひとり様旅行代金 ※こどもは 300 円引き 食事 朝× 昼 ◯ 夕 ×


