2018雪の大谷ウォーク
立山黒部アルペンルート

6月の果物王様さくらんぼ食べ放題とバラ祭り

7つの乗物で
つなぐ秘境

中野に行っても、山梨へ行っても同料金でご案内

中野 さくらんぼ＆バラ公園＆
コース 高橋まゆみ人形館＆

旅行代金
お1人様

5月3日（木・祝）
18,800円

金

均一料

さくらんぼ＆
山梨
（バラ祭り）＆
コース ハイジの村
2色しゃぶしゃぶ＆竹の子ごはんの昼食
温泉入浴＆バイキングの昼食
出発日

出発日

8,900円

5月26日（土）
6月2日（土）

出発日

・16日
（土）
6月3日（日）

朝早いので
サンドウィッチを
付けちゃいました！

スタンドで自立。省スペースで収納。

●車のトランクに積めます

折り畳み時116cm×30.8cm
重量22kg（バッテリー含む）

パセリS
福祉用具

テレビのコマーシャルに登場の有名人形館です
（10：00〜10：50）

850種2500株のバラが咲き乱れております
（12：45〜14：00）

＝ 石和温泉 ホテルふじ
（入浴／昼食休憩）＝ さくらんぼ農園（食べ放題）

昼食

（11：30〜12：30）

一本木公園（なかのバラまつり）＝さくらんぼ農園（食べ放題）＝

日本100選に入るホテル。大浴場の入浴とバイキングの昼食です
（11：20〜14：00）

しゃぶしゃぶ

1人1玉お土産つきです

（6：00〜7：00）

三島塚原IC ＝ 伊豆フルーツパーク（昼食・メロン狩り）＝ 三島大社参拝 ＝ 三島塚原IC=
（13：10〜13：50）

〈伊豆縦貫道：新東名〉＝朝霧高原 ＝〈中央自動車道〉＝ 野辺山 ＝ 東信各地

（18：00〜19：00）

■長野県知事登録旅行業第2-399号 ■全国旅行業協会会員
■長野県旅行業協会会員 ■JAL／ANA／JTB／JR提携店

199,000円（税込）

（税別）
4/22㈰ 催行
予定 9,400円
円
24㈫ 8,580 （税別）

電動ミニカー
上信越道経由

秩父まつり会館と秩父神社

SILD EXV

快適装備が充実。
質感にこだわった上位モデル。
●ドア内部にドリンクホルダーと小物入れを標準装備。
●後進時の安全を確保するバックモニターを標準装備。

600,000円（税込）

東信各地9：30頃＝昼食お弁当＝40万株・9種
類の芝桜・ちちぶ芝桜の丘＝秩父まつり会館・秩
父神社＝各地16：00頃〜17：30頃

約700品種300万本

※大人・小人同額

2018となみチューリップフェア
昼食付

（11：30頃）

富浦IC＝ 館山有料道 ＝ 金谷IC ＝ びわ農園（びわ狩り食べ放題・買い物）＝
（12：45〜14：00）

金谷IC ＝ アクアライン
（休）＝〈高速使用〉＝ 佐久IC ＝ 東信各地

JWTジャパンウインズツアー株式会社

●手荷物の収納に便利な小物入れを
シートの下に標準装備。
（キーロック式）

昼食弁当付

（税別）
4/24㈫ 催行
予定 8,580円

館山有料道 ＝ 富浦IC ＝ ザ・フィッシュ昼食・買物（極上海鮮膳の昼食）＝

旅行業務取扱管理者／上原道徳

SILD

電動ミニカー

上信越道経由

昼食弁当付

（5：30〜6：30）

昼食

大藤まつりと１万本のつつじ

40万株の芝桜

東信各地 ＝ 佐久IC ＝〈高速使用〉＝アクアライン＝

東信各地 ＝ 野辺山 ＝〈中央自動車道〉＝ 朝霧高原 ＝〈新東名：伊豆縦貫道〉＝

企画旅行実施 トラビスジャパン

秩父色彩浴紀行・ちちぶ芝桜の丘

・10日
（日）
6月2日（土）
12,800円

158,000円（税込）

乗り回しやすい3輪タイプ

東信各地7：30頃＝足利・あしかがフラワーパー
ク・大藤まつり＝昼食弁当＝館林・県立つつじが
岡公園＝各地18：00頃

旅行代金
お1人様

※大人・小人同額

バイキング

須玉I.C ＝ 野辺山 ＝ 東信地区着（18：30〜19：00頃着）

房州献上びわ狩り食べ放題と
南房総の極上海鮮膳昼食の旅

出発日

・30日（土）
6月23日（土）

昼食

ミニソフトクリームをちょっぴりプレゼント
（15：50〜16：30）

《高速利用》＝ 坂城I.C ＝ 上田〜佐久（東信地区）
（16：00〜17：00頃着）

特選！駿河湾産しらす
釜まぶし御膳の昼食と
マスクメロン食べ放題と
メロン狩りの旅

（14：15〜15：00）

＝ シャトレーゼベルフォーレワイナリー（見学）＝ 韮崎I.C ＝《高速利用》＝

（14：10〜14：50）

1充電の走行距離30km前後
最高速度6km/h

バラ祭り開催中。バラ園の回廊が有名。他の花も見頃です。
（9：30〜10：30）

（6：30〜7：30）

高橋まゆみ人形館（見学）＝ビアンデ信州中野（昼食）＝

※雪の大谷は悪天候の場合、
ご覧いただけない事もあります。

佐久市今井533-1

公道走行可能

●折り畳むと超コンパクトに！

●家庭用100V電源
充電時間6〜8時間

上田〜佐久（東信地区発）＝ 野辺山 ＝ ハイジの村（見学）

佐久〜上田（東信地区発）＝ 坂城I.C ＝《高速利用》＝ 豊田・飯山I.C ＝

●お問い合せ・お申込みは
（旅行企画・実施）

電動折畳みバイク

免許不要
●軽量、
コンパクトで扱いやすい車体
●最高でも
「早歩き」程度。早すぎず安心
●安全装備 ウィンカー音、
バック音で注意喚起
●快適装備 乗り降りが楽なシート

（7：00〜8：00）

（11：00〜13：00）

すべて家庭充電できます

電動シニアカー

サンド付

12,800円

お出かけは環境に優しい
EVで！

135,000円（税込）

8：30

旅行代金
お1人様

走る電化製品

●家庭用100V電源
充電時間3〜5時間
1充電の走行距離30km前後
最高速度15km/h

佐久平駅蓼科口（5：00発）=小諸駅前（5：15発）=東御市役所前バス停（5：30発）=上田駅温泉口（5：50発）

出発日

電動車両販売開始！

（19：30〜20：30）

昼食
極上海鮮膳

（税別）
予定 9,600円
5/1㈫ 催行

フェア入場料込み 小中学生600円引
東信各地7：00頃〜長野6：30頃＝砺波チュー
リップフェア（公園・四季彩館・砺波市美術館・昼
食）
＝富山海鮮市場買い物＝各地19：30頃

募集予約センター

TEL.0267-66-1268

■旅行のお申込方法…（1）所定の旅行の旅行申込書に所定事項をご記入の上、お申込金を添えてお願いします。
（2）お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
（3）お客様との旅行契約については、お申込金をお納め頂いた時に成立するものと致します。
（4）各コースとも詳しい旅行条件（取引条
件説明書）
をご用意しておりますので事前にご確認の上お申込をお願い致します。
（5）最少催行人員は、30名様です。
（30名様以下の場合、中型バス、
ガイド無しで催行の場合もございます。）
（6）添乗員は全コース同行いたします。
（中型バスで運行する場合、添乗員がご案内致します。）
（7）参加人員が最少催行人員に満たない場合
は、
日程の変更をお願いするか、
この旅行を中止することがあります。その場合には出発日の14日前までに通知し、お預かり金は全額お返し致します。
（8）1室4〜7名様利用です。但し、3名様以下でのご利用は別途室料を頂きます。■お申込金及び旅行代金（1）お申込金として、旅行代金の20％相当を申し受けます。残金は旅行出
発の14日前までにお支払いください。
（2）その他詳細は旅行企画・実施各社・旅行条件書及び旅行業約款ならびに旅行条件書は、お申し込み時にお渡しいたします。■旅行代金に含まれているもの…旅行日程に明示した団体行動中における運送機関の運賃、料金、宿泊費、食事代、旅行傷害保険、旅行取扱料金及び消費税等諸税。そ
の他添乗員諸経費、団体行動に必要な心付けを含みます。■取消料（国内のみ）
（1）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合…旅行代金の20％（2）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前から2日目に当たる日以降に解除する場合…旅行代金の30％（3）旅行開始日の前日に
解除する場合…旅行代金の40％
（4）
旅行開始日当日に解除する場合…旅行代金の50％
（5）
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合…旅行代金の100％■最終出発案内の送付は約1週間前となります。■この旅行条件は平成30年4月10日現在を基準としております。●各社とも旅行企画・実施コース以外は受託販売となり
ます。※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う会社での責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に不明の点があれは、
ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。●このチラシに掲載されている写真はすべてイメージ写真です。チラシの写真は各施設及び提供先から許可済みの物を使用しています。
【個人情報の取り扱いについて】
（1）
ジャパンウインズツアー旅行企画・実施（以下「当社」）及びご旅行をお申し込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）
は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や郵送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提
出いたします。
（2）当社は、
販売及び当社が提携する企画が取り扱う商品、
サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
【国内旅行損害保険加入のおすすめ】安心してご旅行をしていただくため、お客さまご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。◆お申し込みの前に必ずお読みください。

チューリップ公園
チューリップ四季彩館
砺波市美術館も見学できます

利用予定のバス会社
●千曲バス
●東信観光バス
●信濃バス
●ユニバーサル観光バス
●スターバス
●軽井沢バス
●てまりバス
●エース観光バス
●シーマ観光バス

一人乗り電動4輪ミニカー
●街中スイスイ！ 最高速度25km/h
●給油いらず！
自宅で充電できる
●環境にやさしい 排気ガス・騒音なし
●普通自動車免許で乗れます。
充電時間8〜10時間
1充電の走行距離40km前後
最高速度35〜45km/h
※電動ミニカー「ミニAce3」を運転するには、普通自動車免許が必要です。

近日販売開始予定！

販売予定価格

520,000円〜
600,000円（税込）

【安全のために】電動ミニカー（シルドシリーズ）
は、ヘルメットの着用義務は
ありませんが、安全のためにヘルメットを着用してください。 リチュームバッテリー仕様

他にも種類がございます。お問い合わせください。
販売代理店／ジャパンウインズツアー TEL.0267-66-2168
修 理・販 売／ライダーズ・ドック
TEL.0267-67-8198

