
■食事付 

裏面もご覧ください 

 
信州割 SPECIAL 日帰り割対象ツアーはこちら♪  

 
 
 
■諏訪四社ご利益巡りと岡谷のうなぎ 
★うなぎのまち「おかや」伝統あるこだわりの味を堪能♪ 
★御朱印集めもしてみよう♪ ※御朱印帳・朱印代はツアー料金に含まれません 

 
 
 
 
 
 
■新緑の上高地へ行こう 
 
 
 
 
 
■日本遺産認定姨捨棚田 お田植え体験 
★ちょこっと田植え体験。秋には稲刈り体験を予定（9/24）しております。自分で植えた棚田米を食べましょう。 
収穫時に棚田米プレゼント♪ お米が出来るまでの間の草刈り等の作業は弊社で行います。 

 

 

 

 

■令和 4年 5月限定！ ボンネットバスで巡る！SPECIAL レイラインツアー 
★ｼｬﾄｰ･ﾒﾙｼｬﾝ椀子ﾜｲﾅﾘｰのワインの試飲付 
★前山寺では名物のくるみおはぎをいただけます※おはぎ代はツアー料金には含まれません 
★ツアーご参加のお客様には「厄除け箸」をプレゼント 

 
 
 
 
 
 
 
■令和 4年 5月限定！ 姨捨棚田と善光寺御開帳行バス 
日本遺産認定の「姨捨の棚田」を眺め、7年に一度の善光寺御開帳へ。 
別所温泉宿泊の翌日や、北向観音参拝後のご利用に便利です！ 
★ツアーご参加のお客様には「厄除け箸」をプレゼント 
※こちらのツアーは片道のみです。善光寺からお帰りの際は各交通機関をご利用下さい。 

 

 

 

催行日 令和 4年 5月 26日(木) 

旅行代金 
（お一人様） 

旅行代金    13,000円 
割引額       5,000円 
お支払い実額  8,000円（税込） 

コース 
各地 7：00～8：00 発＝諏訪大社秋宮＝新鶴(買物)＝諏
訪大社春宮＝岡谷(昼食)＝諏訪大社上社本宮＝諏訪大社
上社前宮＝各地 16：30～17：30着 

催行日 令和 4年 5月 29日(日) 

旅行代金 
（お一人様） 

旅行代金    12,900円 
割引額       5,000円 
お支払い実額  7,900円（税込） 

コース 
各地 7：30～8：30 発→ 上高地（自由散策）→ 各地
17：00～18：00着 

催行日 令和 4年 5月 28日(土) 

旅行代金 
（お一人様） 

旅行代金      5,000円 
割引額       2,500円 
お支払い実額  2,500円（税込） 

コース 各地 8：00発＝姨捨棚田田植え体験＝各地 15：00着 

催行日 令和 4年 5月 土・日・月・祝祭日（予約制） 

旅行代金 
（お一人様） 

旅行代金      5,000円 
割引額       2,500円 
お支払い実額  2,500円（税込） 

コース 

別所温泉駅 10：00 発→上田駅温泉口 10：30 発→信濃国分

寺(拝観 20 分)→ｼｬﾄｰ･ﾒﾙｼｬﾝ椀子ﾜｲﾅﾘｰ(試飲・見学 40 分)→

前山寺(拝観 40分)→中禅寺(拝観 20分)→生島足島神社(拝

観 20分)→下之郷駅 14：00着→別所温泉駅 14：15着 

催行日 令和 4年 5月毎日運行（予約制） 

旅行代金 
（お一人様） 

旅行代金      5,000円 
割引額       2,500円 
お支払い実額  2,500円（税込） 

コース 
別所温泉駅 10：00 発→姨捨棚田と長楽寺(観光 30
分)→八十二銀行大門町支店前 12：30着 

※イメージです 

■お弁当付 

 ■おにぎり付 

令和 4年 

5月・6月 

観光クーポン 
2,000円付 

観光クーポン 
2,000円付 

■拝観料込 ■試飲料込 

観光クーポン 
2,000円付 

観光クーポン 
2,000円付 

信州割 SPECIAL日帰り割 

対象者について 

●長野県、埼玉県、新潟県、富山県、山梨県、群馬県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県にお住まいの方。 

●新型コロナワクチンを３回接種済又は検査結果が陰性であること。 
ワクチン接種歴や陰性の検査結果の確認（ワクチン・検査パッケージ）を行います。 
※新型コロナウイルスの感染状況により割引対象の変更や、割引できない期間が生じる場合があります。 

 

観光クーポン 
2,000円付 



裏面もご覧ください 

ちょっと遠 出 の日 帰 りツアー はこちら♪ 
※こちらの面記載のツアーは信州割 SPECIAL対象のツアーではございません 

■立山黒部雪の大谷ウォーク 
満点の雪の大谷！！雪の壁の間を歩く「雪の大谷ウォーク」、大自然を素晴らしさを感じてみよう！ 

  

 

 

 

■さくらんぼ＆びわ狩り ゆばすくい体験食べ放題 
★すくい針金を使ってお好きなだけ湯葉を掬って食べることができます 
★旬の果物も食べ放題 

 

 

 

 

 

■ぎふワールドローズ・ガーデンとそらさんぽ天竜峡 
★世界最大級のバラと花々の大庭園 
★「そらさんぽ天龍峡」は眺下に天竜川の三遠南信自動車道の天竜峡大橋の下に出来た遊歩道です。 

 
 
 
 
■桔梗信玄餅工場テーマパークと勝沼醸造ワイナリーツアー 
★大人気の山梨土産 桔梗屋の信玄餅工場を見学 
★勝沼醸造ではワインの試飲を楽しむことができます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

催行日  令和 4年 6月 6日(月) 

旅行代金（お一人様） 14,900円（税込） 

コース 
各地 6：30～7：30 発＝高速＝室堂 雪の大谷ウォーク
（散策・自由昼食）=高速＝各地 18：30～19：30着 

催行日 令和 4年 6月 19日(日) 

旅行代金（お一人様） 15,500円（税込） 

コース 

各地 7：00～8：00 発＝高速＝田園プラザ川場(買物 60
分)＝生ゆば体験(40 分)＝果実の里原田農園（昼食 60
分）さくらんぼ狩り(３０分)＝びわ狩り(30 分)＝高速＝各
地 17：00～18：00着 

催行日 令和 4年 6月 10日(金) 

旅行代金（お一人様） 13,900円（税込） 

コース 
各地 6：00～7：00 発＝高速＝ローズガーデン(見学 80
分)＝山菜園(昼食 60 分)＝そらさんぽ天竜峡(観光 40
分)＝高速＝各地 18：00～19：00着 

催行日 令和 4年 6月 26日（日） 

旅行代金（お一人様） 16,800円（税込） 

コース 

各地 7：00～8：00 発＝高速＝桔梗屋信玄餅工場（見学
30 分）＝勝沼醸造(テイスティング 50 分)＝レストランテ
風（昼食 90 分）＝高速＝八ヶ岳リゾートアウトレット(買物
50分)＝各地 17：30～18：30着 

取消日 取消料 

旅行開始の前日から 

起算してさかのぼって 

11 日前まで 無料 

10 日～8 日前まで 旅行代金の    20％ 

7 日～2 日前まで 旅行代金の    30％ 

旅行開始の前日 旅行代金の    40％ 

旅行開始の当日 旅行代金の    50％ 

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の    100％ 

GoTo トラベル再開時の 
割引適用について 

GoTo トラベル再開発表後、GoTo トラベル事業の対象となるコースについては、準備が整い次第、割引支援

適用となる出発日をご予約のお客様に個別に通知し、参加条件を承諾・遵守いただけましたら、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。 

■食事なし ■交通費込 

■食事付 ■食べ放題料金込 

■食事付 ■試飲料込 

旅行条件書（抜粋） 
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込
みください。 
1.募金型企画旅行契約 
この旅行は、有限会社信州観光バス（以下「当社」という）が企画・募集する旅
行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結する
ことになります。また、契約内容・条件は、本旅行条件書、出発前にお渡しする
確定書面（行程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
2.この旅行のお申し込み及び契約成立 
(1)旅行契約は当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 
3.旅行代金のお支払い 
旅行代金は、日帰りの場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 4 日前ま
でにお支払いいただきます。 
4.取消料 
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合は、旅行代金に対
してお一人様につき下記の料率で取消料をいただきます。 
 

5.最少催行人員・旅行中止の取扱い 
全行程最少催行人員は 12 名最少催行人数に達しない場合は旅行を中止します。 
その場合は出発日の 5 日前までに通知し、お預かり金額は全額お返しします。 
6.全行程添乗員同行 
7.利用バス 全行程 信州観光バス マイクロバスまたは中型バス 
※この募集チラシに掲載されている写真は全てイメージです。 

■入場料込 ■食事付 

令和 4年 

5月・6月 

企画・実施 

(有)信州観光バス 
長野県知事登録旅行業第２-613号 

全国旅行業協会会員 

お問合せ 

お申込み 

●別所温泉営業所 
 長野県上田市別所温泉 1884-4 

 ☎0268-39-7080 
 国内旅行業務取扱管理者 久保幸子 

●本社 
 長野県千曲市鋳物師屋 117-2 

 ☎ 026-272-8100 

 国内旅行業務取扱管理者 宮下きみ江  


