
※詳しい旅⾏条件を説明した書⾯（パンフレット・旅⾏条件書）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。

旅⾏企画・実施 濃⾶乗合⾃動⾞株式会社
506-0026 岐⾩県⾼⼭市花⾥町6丁目125番地
岐⾩県知事登録旅⾏業第2-297号　⽇本旅⾏業協会協⼒会員
総合旅⾏業務取扱管理者︓楢⽊　孝之

●お問い合わせ・お申し込みは…

濃⾶バストラベルセンター ℡(0577)32-3267
営業時間　午前９時〜午後６時（⼟曜・⽇曜・祝⽇　休⽇）

GoToトラベル事業⽀援対象コース
以下のコースは、GoTOトラベル事業の⽀援対象です。旅⾏代⾦から旅⾏代⾦への給付額を引いた⾦額がお客様のお⽀払い実額となります。別途、旅⾏代⾦に応じた地域共通クーポン（旅⾏代⾦の約15％）が付与されます。
⽀援⾦の受領について、国からの⽀援⾦はお客様に対して⽀給されます。当社は、⽀援⾦をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅⾏代⾦に対する⽀援額を差し引いた「お⽀払い実額」をお⽀払いいただきます。
だきます。なお、お取り消しの際は、旅⾏代⾦を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領についてご了承の上お申し込みください。

街道浪漫 おん宿蔦屋

●最少催⾏⼈員／１名
●添乗員／同⾏いたしません。
●利⽤バス会社／濃⾶バス・おんたけ交通 

HKT003

企画協⼒ ⼀般社団法⼈⽊曽おんたけ観光局

濃⾶バスツアーデスク ℡(0577)33-0131
営業時間　午前９時〜午後６時（休⽇なし）

●取消料率表
旅⾏契約成⽴後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記の⾦額を取消料として申し受けます。

⽇帰りコース

10⽇前から
8⽇前まで

7⽇前まで
2⽇前まで ご旅⾏の前⽇ ご旅⾏の当⽇ 開始後の解除

無連絡不参加

無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

旅⾏業公正取引
協 議 会 会 員

~新型コロナウイルス感染症防⽌に向けた当社の取り組み~
・バスの衛⽣管理を徹底します。・バス乗務員は、マスクを着⽤します。 ・衛⽣管理の徹底された施設を利⽤します。

●お客様へのお願い

濃⾶バス 検 索※インターネットでも予約ができます︕

⽊曽福島
かいどうろまん おんやどつたや

客 室 おまかせ/和室（定員5名）
⾷事場所 ⼣⾷…⾷事処/朝⾷…⾷事処

１泊２⾷

■旅⾏代⾦（２〜５名１室利⽤同⼀代⾦/おとなおひとり様）

※１名様１室利⽤やお⼦様の旅⾏代⾦の設定もございます。お問い合わせください。

チェックイン・アウト チェックイン15:00/チェックアウト10:00
本町バス停より徒歩１分アクセス

⽊曽路の宿 いわや
HKT002⽊曽福島

きそじのやど いわや

客 室 おまかせ/和室（定員４名）
⾷事場所 ⼣⾷…⾷事処/朝⾷…⾷事処

１泊２⾷

■旅⾏代⾦（２〜４名１室利⽤同⼀代⾦/おとなおひとり様）

※１名様１室利⽤やお⼦様の旅⾏代⾦の設定もございます。お問い合わせください。

チェックイン・アウト チェックイン15:00/チェックアウト10:00
本町バス停より徒歩１分アクセス

萬蔵の宿 むらちや
HKT001⽊曽福島

まんぞうのやど むらちや

客 室 おまかせ/和室（定員4名）
⾷事場所 ⼣⾷…なし/朝⾷…⾷事処

１泊朝⾷

■旅⾏代⾦（２〜４名１室利⽤同⼀代⾦/おとなおひとり様）

※１名様１室利⽤やお⼦様の旅⾏代⾦の設定もございます。お問い合わせください。

チェックイン・アウト チェックイン16:00/チェックアウト9:30
⽊曽福島駅前バス停より徒歩5分アクセス

※10⽉28⽇出発（宿泊）は設定除外

つたや季の宿 風⾥
HKT006開⽥⾼原

つたやときのやど かざり

客 室 おまかせ/和室（定員5名）
⾷事場所 ⼣⾷…⾷事処/朝⾷…⾷事処

１泊２⾷

■旅⾏代⾦（２〜５名１室利⽤同⼀代⾦/おとなおひとり様）

※お⼦様の旅⾏代⾦の設定もございます。お問い合わせください。

チェックイン・アウト チェックイン15:00/チェックアウト10:00
⽊曽⾺の⾥⼊⼝バス停より徒歩10分アクセス

駒の湯
HKT005⽊曽福島

こまのゆ

客 室 おまかせ/和室（定員5名）
⾷事場所 ⼣⾷…⾷事処/朝⾷…⾷事処

１泊２⾷

■旅⾏代⾦（２〜５名１室利⽤同⼀代⾦/おとなおひとり様）

※お⼦様の旅⾏代⾦の設定もございます。お問い合わせください。

チェックイン・アウト チェックイン15:00/チェックアウト10:00
⽊曽福島駅前バス停より送迎あり（約10分アクセス

⼭みず季 URARAつたや
HKT004⽊曽福島

やまみずき うららつたや

客 室 おまかせ/和室（定員5名）
⾷事場所 ⼣⾷…⾷事処/朝⾷…⾷事処

１泊２⾷

■旅⾏代⾦（２〜５名１室利⽤同⼀代⾦/おとなおひとり様）

※１名様１室利⽤やお⼦様の旅⾏代⾦の設定もございます。お問い合わせください。

チェックイン・アウト チェックイン15:00/チェックアウト10:00
⽊曽福島駅前バス停 目の前アクセス

露天風呂あり露天風呂あり

露天風呂あり 露天風呂あり

露天風呂あり

※⼣⾷なし、⼣⾷・朝⾷なしの対応もできます。お問い合わせください。

■共通旅⾏代⾦カレンダー

24
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■共通旅程表
１ ⾼⼭濃⾶バスセンター ⽊曽福島 …（各⾃）… ⽊曽福島または開⽥⾼原（泊）
2 旅館または⺠宿 …（各⾃）… ⽊曽福島 ⾼⼭濃⾶バスセンター

宿泊セットプラン
⾼⼭市⺠限定! ⽊曽福島直⾏バス利⽤者様向け

4,480円12,800円A

B

旅⾏代⾦ 旅⾏代⾦への
給付⾦ お⽀払実額 地域共通クーポン

4,320円 2,000円4,000円
⽊曽町特別割引

4,480円12,800円 4,320円 2,000円4,000円

GoToトラベルキャンペーンに⽊曽町からの特別割引でさらにお得︕

＋
＋

（旅⾏に必要な書類をお渡しいたしますので、旅⾏中のお⼿続きはご⾃⾝で⾏ってください。）

１名最少催⾏⼈員

１名最少催⾏⼈員

１名最少催⾏⼈員

１名最少催⾏⼈員

２名最少催⾏⼈員

２名最少催⾏⼈員

8,120円23,200円A

B

旅⾏代⾦ 旅⾏代⾦への
給付⾦ お⽀払実額 地域共通クーポン

11,080円 3,000円4,000円
⽊曽町特別割引

＋
8,120円23,200円 11,080円 3,000円4,000円＋

A

B

旅⾏代⾦ 旅⾏代⾦への
給付⾦ お⽀払実額 地域共通クーポン⽊曽町特別割引

9,480円27,100円 13,620円 4,000円4,000円＋

11,760円33,600円A

B

旅⾏代⾦ 旅⾏代⾦への
給付⾦ お⽀払実額 地域共通クーポン

17,840円 5,000円4,000円
⽊曽町特別割引

＋
13,120円37,500円 20,380円 6,000円4,000円＋

9,030円25,800円A

B

旅⾏代⾦ 旅⾏代⾦への
給付⾦ お⽀払実額 地域共通クーポン

12,770円 4,000円4,000円
⽊曽町特別割引

＋
9,940円28,400円 14,460円 4,000円4,000円＋

13,120円37,500円A

B

旅⾏代⾦ 旅⾏代⾦への
給付⾦ お⽀払実額 地域共通クーポン

20,380円 6,000円4,000円
⽊曽町特別割引

＋
設定なし 設定なし 設定なし 設定なし

20⽇前から
11⽇前まで21⽇前以前

無料 20％ 20％ 30％ 40％ 50％ 100％お泊りコース

開⽥⾼原で健康ウォーキングとそば打ち体験開⽥⾼原で健康ウォーキングとそば打ち体験
⽊曽おんたけ健康ラボ⽊曽おんたけ健康ラボ
⽇帰りセットプラン⽇帰りセットプラン

■⾷事／昼1回付 ■最少催⾏⼈員／２名 ■添乗員／同⾏いたしません。■⾷事／昼1回付 ■最少催⾏⼈員／２名 ■添乗員／同⾏いたしません。

■旅程表

１
⾼⼭濃⾶バスセンター（8:20） ⽊曽⾺の⾥⼊⼝（10:13） … ⽊曽おんたけ健康ラボ（ガイドと共に⽊曽⾺の⾥健康ウォーキング）
 … ⼀本⽊亭（そば打ち体験と昼⾷）… ⾃由散策（約2時間）… ⽊曽⾺の⾥⼊⼝（15:57） ⾼⼭濃⾶バスセンター（17:50）

旅⾏代⾦ 旅⾏代⾦への
給付⾦ お⽀払実額 地域共通クーポン

11,800円 4,130円 7,670円 2,000円
■昼⾷は、ご⾃⾝で打ったそばをお召し上がりいただきます。（天ぷら付は、700円増しとなります。）

現地にてお⽀払いください。

■⾃由散策の際に、レンタルマウンテンバイクがお楽しみいただけます。（別途料⾦）

■出発⽇
10⽉24⽇（⼟）~11⽉14⽇（⼟）

※⽔曜⽇を除く

10,850円31,000円 16,150円 5,000円4,000円＋


