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成 30年 11月 27日 (火)～ 1泊 2日

区民

区外

:20′ 000円
*料金には次の代金も含まれます。バス代、

宿泊代 (夕、朝食込)、 自由食以外の昼食代、~観
光地各地での入館料、国内旅行保険掛

金等
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:22′ 0 00円

区民 (65歳以上): 19′ 0 00円
1日 目 :杉並区発 (10:00～ 10:45)⇒

⇒富±学園着 (17:45頃 )

海老名SA (昼食 。自由食 )→柿田川公園 (見学)⇒修善寺 (見学)

2目 目 :富士学園発 (9:00)⇒ 道の駅なるさわ (買い物 )⇒身延山 (□ ―プウェイ、精進料理、写経体験 )

屏踵隋

成 30年 12月 3日 (月 )～ 1泊 2日

:17′ 500円
*料金には次の代金も含まれます。

バス代、宿泊代 (ク 、朝食込)、 自

由食以外の昼食代、観)ヒ地各地で

の人館料、国内旅行保険推卜金等:19′ 500円

(65歳以上): 16′ 500円
1圏 畠 :杉並区発 (13:00～ 13:45)→ モンデ酒造 (見学)⇒桔梗屋 (見学)→富士学園 (夕食 )

→山中湖イルミネーション (見学)⇒富士学園着 (21:15頃 )

2圏 目 :富士学園発 (9:00)⇒ 富士花鳥園 (見学)⇒あさざリフードパーク (昼食・ブッフェ )

⇒静岡県富士山世界遺産センター⇒杉並区着 (16:40～ 17:25

醸
橿
鰯

成 31年 1月 7日 (月 )～ 1泊 2日
*料金には次の代金も含まれます.

バス代、宿泊代 (夕 、朝食込)、 自

由食以外の昼食代、観光地各地での

人館料、国内旅行保険掛金等

日目 :杉並区発 (10:15～ 11:00)⇒ 信玄館 。恵林寺 (昼食 。団体食 。見学)⇒甲斐善光寺 (見学)

→武田神社 (見学)→北日本宮冨士浅間神社 (見学)⇒富士学園着 (17:20頃 )

日目 :富士学園発 (9100)⇒ 富土山本宮浅間大社 (見学)⇒静岡県富士山世界遺産センター (見学)

SA(休憩)→杉並区着

:17′ 000円

:19′ 000円

(65歳以上): 16′ 000円



■■|■ |               バスツアー旅行料金について

●旅行料金
裏面記載の料金表通 りとなります。※旅行料金は税込、区民補助金適用後の金額です。

※お子様に関しては料金が異なるツアーもございますので、詳 しくは予約センターまでお問い合わせ ください。

●キ ャンセル料

利用の変更・取消は、利用日の 8日前の 17:00迄 にあんしん宿予約センターヘご連絡ください。

それ以後の変更・取消は以下の通リキャンセル料が発生いたしますので予めご了承ください。

●キ ャンセル料の計算方法

※区民補助金は実際に富士学園を利用した場合のみ適用される為、キャンセル料の対象となる料金は、区民補助金適用前の金額です。

※ツアー料金に以下の区民補助金を加えた料金が、キャンセル料の対象となります。          ___...__・ ―‐―.

ただし、区外の方は区民補助金がない為、加える必要はありません。

区民補助金 (1人):大人 。子ども一律 2,000円 65歳以上 3,000円

～ 8日前 7～ 3日前 2日 前 前 日 当日

キャンセル刈 無料
利用料金の

20%
利用お金の

50%
利用料金の

100%

■■||■
‐                富 if学陸脆設案内                   |■

●チェックイン 15:00 チェックアウト10:00
●お音「屋 一般和室 16室 (定員6名 )※一般室はトイレ無し (共同)

特別室 5室 (定員4名)※ 特別室はトイレ。洗面台・冷蔵庫付 (特別室ご利用の場合、1名様につき別途 1,080円 かかります。)

●客室備品

テレビ。金庫 。浴衣・バスタオル・スリッパ・冷暖房完備 ※歯ブラシ。フェイスタオル・カミソリは有料 ※ドライヤーは大浴場に完備

●大浴場 6:00～ 8:00 15:00～ 23:00 ※ 11月～3月 は午後の入浴時間の終了が22:00になります。

●お食事 夕食 18:00～ 20:00(11月 のツアーのみ 18:30～ )朝食8:00～ 9:00

●所在地 〒40105H 山梨県南都留郡忍野村忍草 2997 TEL:0555 84 7031 FAX:0555847032
●宿泊は1泊 2食付 。1泊夕食のみ 。1泊朝食のみ 。1泊素泊まりなどお客様の用途に応じてきまざまなプランをご用意しております。

宿泊ぶ1金

(区民 )

17白 2食 3,172円  ～  7,720円

夕食のみ 2,632円  ～  6,640円

素泊まり 1,012円  ～  4,995円

※料金は税込・区民補助金適用済み。また、小学生以 ドのお子様でお食事を子供食に変更 した場合は上記料金より ^律 540円 引きとなります。

富士学国内の様子

11ご予約はお電話 1本です |

事前に申し込み希望コース名又はコース番号

をお決めになり、あんしん宿予約センター

(0120-844-891)ま でお気軽にお

電話ください。

■ |‐  ‐  | |‐ 111111111‐‐■|■_■ |:

お電話いただくとオペレーターが必要事項を

順番に伺います。ご予約が確定いたしました

ら、お客様のご自宅ヘバスツアー予約書類 ・

■tを郵送させていただきます。

,ご 〕=約 |モ 了 :

当日は郵送 しました予約書類をお持ちいただ

きバス出発場所までお越 しください。旅行代

金は宿泊先にて直接お支払いください。

【お申込み受付】 あんしん宿予約センター 【受付電話番号】 0120-844-891
【電話受付時間】 9:00～ 17:00 土日祝も営業 !

い ス 出発 場所 】JR荻 窪 駅 北 口 ・ JR阿 佐 ヶ 谷 駅 南 口 ・

※集合場所 。時間・コースの詳 しい行程表に関しましては、ご予約の際に詳細を記載 した書類をお

※道路状況や気象状況に応 じてコース変更や予定時間より大幅に遅れる可能性もあります。

一ふ
陶

王線明大前駅中央口
たヽします。

●旅行代金に含まれるもの●
く往復バス交通費及び観光地までの交通費・宿泊代 (夕・朝食付き)・ 観光地での入館lblや 拝観料、昼食 (一部対象外有)、 体験料。国内旅行保険掛金 >

【旅行形態】募集型企画旅行 【最少催行人数】20名 【添乗員の同行】あり 【バスガイ ドの同行】なし

【バス運行会社】ケイエム観光バス株式会社 ※バス運行会ネLはやむを得ず変更となる場合があります。

【旅行企画 。実施】株式会社フジランド 〒 102-0093 東京都千代Ш区平河町 2‐ 71塩崎ビル 東京都知事登録旅行業第 2‐6004号
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朝食のみ 1,552円  ～  5,560円
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