
こだわりの旅　ゆとりの旅 9 12秋
2017

▶ホームページからクレジットカードでのお支払いが可能となりました。
▶ツアーのお申し込み、旅の情報がご覧いただけます。

ホームページリニューアルいたしました。

検 索YBSツアー URL http://www.ybs-trave l . jp

紅葉、味覚、温泉。



と　  白川郷
加賀・山中温泉

出 発 日 9/27㊌
10/ 4㊌ 15㊐ 19㊍ 29㊐
11/ 8㊌ 12㊐ 23㊍ 29㊌
12/10㊐
1/11㊍ 21㊐ 28㊐

夕食 客室 温泉 朝食

昼

夕

食事甲府南Ｐ＝山日YBS本社（7：00）発＝ダイトーＰ＝中央道＝長野道＝松本＝平
湯＝高山市内（昼）＝【世界遺産】白川郷（自由散策70分）＝白山白川郷ホワイ
トロード（または北陸道）注1＝加賀市＝山中温泉（16：30頃）泊
夕食はグループごとレストランにて「加賀能登会席」をお楽しみ下さい

朝ホテル（8：30）発＝日本100名城・丸岡城＝東尋坊＝北陸道＝敦賀＝日本海さ
かな街（お買い物と自由食）＝北陸道＝名神高速＝中央道＝（19：00頃）着2

1

旅行日程 宿泊：山中温泉 かがり吉祥亭（和室） 定員：2～6名西 行

バスガイド乗車

28,800円
4～6名1室

31,800円
3名1室

33,800円
2名1室

（お一人様）

旅行代金

注1＝2017年度の開通期間は11月10日（金）までとなります。
それ以降の出発日および天候による通行止めの場合は北陸道経由（白川郷IC～加賀IC）にて山中温泉へ移動いたします。

【期間限定 11/8出発まで】

白山・加賀温泉郷（石川県）から白川郷を
結ぶドライブコースです。

白山国立公園の絶景ドライブ！

（旧：白山スーパー林道）

白山白川郷
ホワイトロード

紅葉
の
名所

※11月発は1,500円増しとなります。

俳人・松尾芭蕉も有馬・草津と並ぶ「扶桑の三名湯」と讃えた
　　　　開湯1300年の歴史ある温泉街、山中温泉で過ごす1泊2日

2

おススメコース ２つの吉祥亭おススメコース ２つの吉祥亭



つるや吉祥亭 おもてなし

伊豆・北川温泉

で温泉三昧

●夕食時、オープンキッチンにて
　天ぷら食べ放題

●貸切風呂50分無料 ※到着後、先着順

●黒根岩風呂無料

●つるや甘酒横町にて
　湯上り1杯サービス

●湯上り処にて、ところてんサービス

夕食 客室 温泉 朝食

全室オーシャンビュー！ 自家源泉かけ流しの天然温泉と、
　　　　伊勢海老、金目鯛など、伊豆山海の幸を味わうゆったり旅

出 発 日

10/18㊌　　　　　   11/ 8㊌ 26㊐
12/ 3㊐ 17㊐　　 1/ 8㊊ 14㊐
2/22㊍ 28㊌

25,800円
4～5名1室

26,800円
3名1室

29,800円
2名1室

（お一人様）

旅行代金

昼

夕

食事ダイトーＰ＝山日YBS本社（7：30）発＝甲府南Ｐ＝精進湖＝朝霧＝東名高速＝
沼津御用邸公園＝沼津港にて昼食＝【世界遺産】韮山反射炉＝修善寺＝冷川＝
北川温泉（15：30頃）泊
夕食はグループごとお食事処「彩」にて

朝ホテル（9：00)発＝黒船遊覧船（下田港めぐり20分）注1＝伊豆高原（海産物お
買い物）＝伊東マリンタウン（自由食）＝修善寺＝伊豆中央道＝三島スカイ
ウォーク注2＝新東名＝朝霧＝精進湖＝甲府（18：00頃）着

2

1

旅行日程 宿泊：北川温泉 つるや吉祥亭（和室） 定員：2～5名

バスガイドは乗車いたしません。
注1＝２月出発は河津さくら祭り見学となります。
注2＝下車休憩のみ、大吊橋の入場は含まれません。

東 行

ゆっくり
出発

早めの
到着

※2月発は2,000円増しとなります。

3

おススメコース ２つの吉祥亭おススメコース ２つの吉祥亭
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ダイトーP=山日YBS本社（6：30）発=
甲府南P=中央道＝首都高速
皇居「新年一般参賀」
（11：00頃のお出ましをご覧いただきます）
品川プリンスホテル「ハプナ」
ランチバイキング
明治神宮初詣
首都高速=中央道=甲府（19：00頃）着

旅行日程 東 行
ダイトーP=山日YBS本社（6：30）発=
甲府南P=中央道＝首都高速
皇居「新年一般参賀」
（11：00頃のお出ましをご覧いただきます）
銀座「能登和倉温泉・加賀屋
旬の店」にて懐石料理の昼食
明治神宮初詣
首都高速=中央道=甲府（18：00頃）着

旅行日程 東 行

10,980円

6,980円

昼食付

昼食付

（お一人様）旅行代金

（お一人様）旅行代金

10,980円
昼食付

（お一人様）旅行代金

出 発 日

1/2㊋

1/2㊋

出 発 日

1/2㊋

食事なし

森の湯

新春恒例 小涌園ユネッサン森の湯
入浴チケット付

箱根駅伝応援と第93回

箱根神社初詣

皇居「新年一般参賀」と
加賀屋 旬の店 懐石料理新春

皇居「新年一般参賀」と
品川プリンスホテル「ハプナ」
ランチバイキング

新春

新春 新春

新年一般参賀

皇居

ダイトーP=山日ＹＢＳ本社（6：00）発＝
甲府南P＝御坂＝御殿場＝仙石原
箱根神社初詣
箱根小涌園前
（箱根駅伝観戦・小涌園ユネッサン森の湯入浴
 ※昼食自由食）
御殿場＝御坂＝甲府（19：00頃）着

旅行日程 東 行

出 発 日 8,980円
（お一人様）

旅行代金

1/2㊋ 3㊌ 6㊏ 7㊐ 

ダイトーP=山日YBS本社（6：30）発=
甲府南P=中央道=首都高速=東関東道
成田山新勝寺初詣
米屋観光センターにて
永福膳の昼食
酒々井アウトレット（約90分）
甲府（19：30頃）着

旅行日程 東 行

出 発 日

成田山初詣と
酒々井アウトレット
初買い

新春

昼食付9,980円
（お一人様）

旅行代金

ダイトーＰ＝山日YBS本社（7：00）発＝
甲府南Ｐ＝精進湖＝新東名高速
三嶋大社で初詣
伊豆の国パノラマパークで
昼食とロープウェイ
イチゴ狩り
海産物ショッピンング
東名高速＝精進湖＝甲府（18：30頃）着

旅行日程 東 行

1/3㊌ 13㊏ 21㊐出 発 日

三嶋大社初詣とイチゴ狩り
新春

食事なし5,980円
（お一人様）

旅行代金

1/8㊊  出 発 日

ダイトーP=山日ＹＢＳ本社（7：30）発＝甲府南P＝
中央道＝首都高速
川崎大師初詣
横浜自由散策（約3時間）
中華街、元町、山下公園など
首都高速または圏央道＝中央道＝甲府（19：30頃）着

東 行旅行日程

川崎大師初詣と
  みなとまち
　  横浜散策

成田山

三嶋大社

川崎大師

昼食イメージ

昼食イメージ

皇居

新年一般参賀 料理イメージ

イチゴ狩りイメージ

年末買出しツアー

激安

まぐろはもちろん水産品・野菜・青果など
お正月用品が盛りだくさん

三崎まぐろ祭
ビックセール

築地場外市場と

アメ横買出し

ダイトーP=山日ＹＢＳ本社（6：30～7：30）発＝甲府南P＝
中央道・首都高速
築地場外市場にてお買い物（約2.5時間）
上野アメ横にてお買い物（約2時間）
中央道・首都高速＝甲府（18：30頃）着

旅行日程 東 行ダイトーP＝山日YBS本社（7：00）発＝甲府南P＝中央道＝
八王子＝横浜横須賀道路＝衣笠IC
三崎港「三崎まぐろ祭  ビックセール」お買い物（2.5時間）
横須賀
三笠公園
横浜横須賀道路＝八王子＝首都高速＝中央道＝甲府（18：00頃）着

旅行日程 東 行

食事なし5,980円
（お一人様）旅行代金

食事なし5,980円
（お一人様）旅行代金

出 発 日 12/29㊎

出 発 日 12/28㊍

寺泊

甲府南P=山日ＹＢＳ本社（7：00）発＝ダイトーP=
中央道・長野道・上信越道・北陸道
日本海のアメ横「寺泊」昼食とお買い物（約2時間）
道の駅良寛の里（約20分）
西山IC＝北陸道・長野道・上信越道・北陸道＝甲府（20：00頃）着

旅行日程

6,980円
（お一人様）旅行代金

出 発 日
12/27㊌ 29㊎ 30㊏

日本海のアメ横「寺泊」へ

日本海買出しツアー

西 行

昼食付

※バスガイドは乗車いたしません

日帰りツアー日帰りツアー
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（2016.8.1）

■北海道

札幌ばんけい㈱ ☎011-644-3731 北海道札幌市中央区盤渓410

■秋田

ホテル鹿角 ☎0186-37-4111 秋田県鹿角市十和田大湯字中谷地5-1

■福島

喜多方麺茶家 ☎0241-23-1266 福島県喜多方豊川町米室字二本杉5580-16

小林写真館 ☎0242-22-5565 福島県会津若松市上町1-34

会津とらぞう ☎0242-25-4188 福島県会津若松市一箕町八幡弁天下12

御宿 東鳳 ☎0242-26-4141 福島県会津若松市東山町石山院内706

東山グランドホテル ☎0242-27-3500 福島県会津若松市東山町大字湯本字上湯本5番地

㈱鶴ヶ城会館 ☎0242-28-2288 福島県会津若松市追手町4-47

会津武家屋敷 ☎0242-28-2525　 福島県会津若松市東山町大字石山字院内1

魚しず ☎0248-25-6500 福島県西白河郡西郷村小田倉字大坂2-268

■栃木

磐梯日光店 ☎0288-53-2555 栃木県日光市本町1-1

益子焼窯元共販センター ☎0287-35-2256 栃木県那須郡塩原町下田野428-16

チーズガーデン塩原店 ☎0287-35-3555 栃木県那須郡塩原町下田野531

鬼怒川ホテル三日月 東京営業所 ☎03-3574-8451 東京都中央区銀座8-10-8 8丁目10番ビル

■群馬

水上ホテル聚楽 ☎0278-72-2521 群馬県利根郡みなかみ町湯原665

ホテル木暮 ☎0279-72-2701 群馬県渋川市伊香保町伊香保135

庵古堂 ☎0279-54-8505 群馬県北群馬郡吉岡町上野田3362-4

群馬まいたけセンター ☎0279-54-8976 群馬県北群馬郡吉岡町上野田1329

上州物産館 ☎0279-24-3808 群馬県渋川市渋皮3697-2

源泉湯の宿 松乃井 ☎0278-72-3200 群馬県利根郡みなかみ町湯原551

伊香保おもちゃと人形自動車博物館 ☎0279-55-5020 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田2145

■千葉

おさかな村（丸竹おみやげセンター） ☎0470-76-4611 千葉県勝浦市浜行川134-1

勝浦ホテル三日月 ☎0470-73-1111 千葉県勝浦市墨名820

鴨川ホテル三日月 ☎0470-95-3111 千葉県鴨川市内浦2781

鴨川グランドホテル ☎04-7092-3311 千葉県鴨川市広場820

㈲房総予約センター ☎0438-98-8816 千葉県木更津市中尾756-3

■東京

国際興業株式会社 ☎03-3273-1330 東京都中央区八重洲2-10-3

㈱オーケーツアーズコリア ☎03-3291-4775 東京都千代田区神田小川町2-4 平和堂ビル4階

トラベルプラザインターナショナル ☎03-3820-7788 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング5階

エーペックスインターナショナル㈱ ☎03-3357-0398 東京都新宿区四谷4-1 細井ビル6階

㈱ジャルパック ☎03-5715-9051 東京都品川区東品川2-4-11

日新航空サービス㈱ ☎03-5210-5787 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー9階

オフィス スティング ☎03-3410-1181 東京都世田谷区奥沢8-13-9 タウンハイツ九品仏工B-03

東京リザーブセンター ☎03-3843-0791 東京都台東区上野7-14-7

ワールドトラベルシステム㈱ ☎03-5228-6780 東京都新宿区神楽坂1-15神楽坂 神楽坂1丁目ビル

㈱アメリカンホリデーズ ☎03-5472-6241 東京都港区浜松町2-7-14 KAMONビル4階

㈱アルファインテル ☎03-5473-0541 東京都港区新橋3-8-6 大新ビル6階

㈱ミキツーリスト ☎03-5404-8892 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル

東宝旅行社 ☎03-5388-8891 東京都新宿区西新宿3-9-3 第三梅村ビル701

三洋堂 ☎03-3580-3431 東京都港区新橋1-18-14

ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 ☎03-6661-7613 東京都港区六本木6-7-10 　場ビルディング

ユナイテッドツアーズ ☎03-5214-0550 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル2F

株式会社スターエキスプレス東京支店 ☎03-6436-5750 東京都港区芝2-3-25 仁木ビル4F

株式会社 欧州エキスプレス ☎03-3780-5514 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂カブトビル7F

国際開発 ☎03-3526-7080 東京都千代田区神田須田町1-34-1

レッドホースコーポレーション ☎03-3556-0681 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア9F

沖縄ツーリスト ☎03-5408-5201 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル1階

平和ITC ☎03-5332-7002 東京都新宿区西新宿1-8-1 新宿ビルディング5階

■神奈川

四五六菜館 ☎045-681-3456 神奈川県横浜市中区山下町190 中華街市場通り

㈱山陰・山陽 四国案内所 ☎045-412-3234 神奈川県横浜市神奈川区台町7-2 ハイツ横浜603号

箱根ガラスの森 ☎0460-86-3111 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48

湯本富士屋ホテル ☎0460-82-2291 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1

宮ノ下富士屋ホテル ☎0460-82-2291 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359

■山梨

大和リゾート㈱大泉高原八ヶ岳ロイヤルホテル ☎0551-38-4455 山梨県北杜市大泉町西井出8240-1039

富士ビューホテル ☎0555-83-2211 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山511

富士屋ホテル㈱ ☎055-253-8111 山梨県甲府市湯村3-2-30

甲府富士屋ホテル ☎055-253-8111 山梨県甲府市湯村3-2-30

フルーツパーク富士屋ホテル ☎0553-22-8811 山梨県山梨市江曽原1388

ホテル千石 ☎055-262-1059 山梨県笛吹市石和町川中島545

ホテル石風 ☎055-262-2151 山梨県笛吹市石和町八田195

華やぎの章 慶山 ☎055-262-2161 山梨県笛吹市石和町市部822

華やぎの章 甲斐路 ☎055-262-7373 山梨県笛吹市石和町川中島1607-40

ホテル八田 ☎055-262-3101 山梨県笛吹市石和町川中島1607

ホテル君佳 ☎055-262-3757 山梨県笛吹市石和町川中島1607-27

銘石の宿 かげつ ☎055-262-4526 山梨県笛吹市石和町川中島385

石和びゅーほてる ☎055-262-4425 山梨県笛吹市石和町川中島1607

サンパークホテル内藤 ☎055-233-7110 山梨県甲府市丸の内1-4-18

㈲甲斐フロント ☎055-279-4811 山梨県甲斐市篠原2320

サンフロント ☎055-251-6131 山梨県甲府市羽黒町662

ホテル春日居 ☎0553-20-2000 山梨県笛吹市春日居町小松855

笛吹観光自動車㈱ ☎0553-23-0002 山梨県山梨市大野1803-1

㈱栄和交通 ☎0553-26-2344 山梨県笛吹市春日居町別田361-1

山交タウンコーチ㈱ ☎055-223-0808 山梨県甲府市飯田三丁目2-34

富士急行㈱ バスセールスセンター山梨 ☎055-223-1229 山梨県甲府市上阿原町333-1

韮崎観光自動車㈱ ☎0551-22-7400 山梨県韮崎市若宮1-8-10

西東京観光バス㈱ ☎055-237-0101 山梨県甲府市住吉本町1410

マルワ観光有限会社 ☎0551-42-2828 山梨県北杜市須玉町東向2162

青柳印刷㈱ ☎055-277-5511 山梨県甲斐市長塚526

三井住友海上火災保険㈱ ☎055-235-2700 山梨県甲府市相生2-3-16

東京海上日動火災保険㈱ ☎055-237-6211 山梨県甲府市中央1-12-28

㈱丸政 ☎0551-36-2521 山梨県北杜市小淵沢町996

アップル弁当 ☎0555-72-1245 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3325-1

㈱石和名湯館 糸柳 ☎055-262-3141 山梨県笛吹市石和町松本1183

ホテル花京 ☎055-263-4455 山梨県笛吹市石和町笛吹橋際

京水荘 ☎055-262-2171 山梨県笛吹市石和町川中島367

■新潟

白玉の湯 泉慶・華鳳 ☎0254-32-1111 新潟県新発田市大字月岡453

㈱岩船港鮮魚センター ☎0254-52-1261 新潟県村上市瀬波温泉3-6-38

ホテル汐美荘 ☎0254-53-4288 新潟県村上市瀬波温泉2-9-36

寺泊中央水産㈱ ☎0258-75-3266 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-23

ホテル万長 ☎0259-74-3221 新潟県佐渡市相川町下戸58

NASPA NEW OTANI ☎025-780-6111 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

味里 ☎025-784-4321 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字宮林549-1

魚野の里 ☎025-783-6788 新潟県南魚沼市姥島新田699

■長野

RAKO華乃井ホテル ☎0266-54-0555 長野県諏訪市高島2-1200-3

■静岡

熱海後楽園ホテル ☎0557-82-0121 静岡県熱海市和田浜南町10-1

熱川温泉 粋光 ☎0557-23-2345 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1271-2

伊東ホテル聚楽 ☎0557-37-3161 静岡県伊東市岡218

いろり海産 ☎0557-51-2020 静岡県伊東市富戸1038

ホテル伊豆急 ☎0558-22-8816 静岡県下田市白浜2732-7

石花海 ☎0557-95-2231 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1568

伊豆シャボテン公園 ☎0557-51-1111 静岡県伊東市富戸1317-13

下田海中水族館 ☎0558-22-3567 静岡県下田市3-22-31

銀水荘  静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1624-1

道の駅 あさぎり高原 ☎0544-52-2230 静岡県富士宮市根原字宝山492-14

■福井

まつや千千 ☎0776-77-2560 福井県あわら市船津31-24

清風荘 ☎0776-77-2500 福井県あわら市温泉3丁目

■富山

SPA & RESORT 海栄RYOKANS 宇奈月温泉 延対寺荘
 ☎0765-62-1234 富山県黒部市宇奈月温泉53

■愛知

ホテル竹島 ☎0533-69-1256 愛知県蒲郡市竹島町1-6

■三重

㈱賢島宝生苑 ☎0599-43-3111 三重県志摩市阿児町神明718-3

■京都

㈱ハトヤフーズ ☎075-662-1230 京都府京都市南区西九条藤ノ木町23番

■大阪

一冨士ケータリング㈱ ☎072-673-0141 大阪府高槻市大塚町5-21-1

■和歌山

ホテル中の島 ☎0735-52-1111 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179-9

■福岡

西鉄観光バス㈱ 東京支社 ☎03-5212-5077 東京都千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋豊国ビル705号

■長崎

長崎 和泉屋 ☎095-842-2000 長崎県長崎市岡町7-23

■沖縄

名護パイン園 ☎0980-53-3659 沖縄県名護市為又1195

国際写真㈱ ☎098-863-0221 沖縄県那覇市若狭2-10-13

お客様より多いご質問事項

Q バスのお座席について
A ◎お座席の指定はお受けできません（○列目、前方、足元が広い席など）お申込み順に前方からお座席割をさせて頂きます。
 　※但し、お体が不自由な方は配慮させて頂きます。※バスに酔いやすい方は酔い止め薬などを出発前に服用下さい。
 ◎奇数グループ（1・3・5名など）での申込みの場合、他のお客様と相席になることがあります。（日帰りコースのみ）
 ◎3泊以上のコースは旅行中1度だけ席替えをいたします。

Q バス乗車場所（途中乗車について）
A 県内での移動時間を短くよりスムーズに目的地に向かうため、「山日YBS本社」・「甲府南専用駐車場」・「ダイトースターレーン駐車場」の3ヶ所に限定させて頂いて
おりますが、東行コースでは「釈迦堂 PA」「初狩 PA」「談合坂 SA」、西行コースでは｢双葉 SA｣｢八ヶ岳 PA｣にて途中乗車（下車）が可能です（但し、駐車場の斡
旋はしておりません） ※高速道路上のバス停では乗降が禁止（道路交通法違反）となっております。

Q 10名以上のグループなので希望の場所までバスで迎えに来てもらえませんか？
A 方面・時間帯などによってはお引き受け出来ます。但し、追加料金が必要な場合もありますのでご相談下さい。

Q 航空機・JRのお座席について
A なるべくグループごとお隣同士のお席をご用意させて頂きますが、確約はできません。座席の配列上、通路を挟んで隣同士、または前後になる場合がございます。

Q 旅行傷害保険について
A YBSツアーではご旅行中にケガをされた場合、通院・入院・死亡に応じてお見舞金が支払われる「旅行特別補償」の制度があります。（詳細は別紙、旅行条件書を
お読み下さい）別途、任意で国内旅行総合保険（500円タイプ/1,000円タイプ）を取扱いしております。安心して旅行をお楽しみ頂く為にもご加入をお勧め致します。
詳しくはお問い合わせ下さい。

Q バス車内での飲食・飲酒について
A 旅行中の楽しみの一つですので可能ですが、他のお客様に迷惑にならないようにお酒の量はお控え下さい。また、匂いがきついもの（漬け物、にんにく類など）もお控え下さい。



旅行取引条件説明書（抜粋）　（旅行業法第12条の４による取引条件説明書）　別紙「旅行取引条件説明書」も必ずお読み下さい。
　　この旅行は、㈱YBS T＆L（甲府市北口2丁目6-10 観光庁長官登録旅行業第250号）（以下「当社」とい
います。）が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」と
いいます。）を締結することになります。
　　この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。

●旅行代金・基準日　2017年8月1日

●最少催行人員
　　各コース20名（各ツアーに特に表示がある場合はその人数を優先します。）　お申し込み数が最少催行
人員に達しなかった旅行開始前から起算してさかのぼって13日目（日帰りは3日目）に当たる日より前に旅行
を中止する旨を旅行者に通知します。

●旅程管理
　　添乗員は甲府より同行いたします。日帰りコースは添乗員は同行しないコースもあります。その場合特に
表記します。

●旅行代金に含まれる費用
　・旅行日程に明示した次の費用は旅行代金に含まれています。
　・利用運送機関の運賃・料金・宿泊料金、観光料金（入場料、ガイド料）、手荷物運搬料金（原則として、航
空会社の規定重量、容積、個数範囲内）

●旅行代金に含まれない費用
　・旅行日程に明示されていない飲食料金及びそれにともなう税、サービス料、チップ。
　・超過手荷物。

●確定日程表
　　確定した主な航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定日程表は旅行開始日の7日前までに
交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降にお申し込みがあった場合は旅行開始日当日に交付すること
があります。
　　なお、期日前であっても問い合わせ頂ければ手配状況についてご説明いたします。

　⑵日帰りコースは10日目

●個人情報の取り扱いについて
・当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために
利用させていただくほか、お客様がお申し込み頂いた旅行において運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手
続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。
※このほか、当社及び販売店では、⑴会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。⑵旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願
い。⑶アンケートのお願い。⑷特典サービスの提供。⑸統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。

取消料
お申し出日

旅行開始日の前日にさかのぼって

取消料率 無　　料

（1）21日目に当る日
      以前の解除

（2）20日目に当たる
      以降の解除
      （3）～（6）を除く

（3）7日目に当たる
      以降の解除
      （4）～（6）を除く

（4）旅行開始日の
      前日
   

（5）当日の解除 （6）無連絡不参加
旅行開始後の解除

旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

旅行代金

お申込金 5,000円

30,000円未満 60,000円未満 60,000円以上

12,000円 20,000円

〈障害者差別解消法に関し、特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮、措置が必要となる可能性が
ある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

●お支払いと旅行契約の成立　当社の承諾と下記の申込金の受理をもって契約の成立となります。

●旅行代金の残金 旅行代金からお申し込み金を差し引いた金額を旅行開始日の14日前までにお支払い下さい。

●取消しについて お客様の都合で、旅行契約を解除する場合は、下記の取消料をお支払いいただきます。お取消しの連絡は、旅行のお申し込みを受けた
販売店の営業時間にのみお受けします。

　旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく
下記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
総合旅行業務取扱管理者　田中　健

JATA正会員 観光庁長官登録旅行業第250号

旅行企画
実　　施

〒400-8545 甲府市北口2丁目6-10　営業時間 9：00～17：00（日曜、祝日を除く）

☎055-231-3366㈹

■お問い合わせ・お申し込み

こだわりの旅　ゆとりの旅

YBSツアーは満足度優先の旅づくり!!
「宿」にこだわり、「食」にこだわります。

本文中マークのご説明

当社利用のバス会社一覧（山梨県）

●山交タウンコーチ　●富士急山梨バス　●韮崎観光自動車　●栄和交通　●西東京観光バス　●マルワ観光　●笛吹観光自動車
●敷島観光バス　●日下部観光　●国母観光自動車　●飯丘観光

乗車地・駐車場Ⓟのご案内 ■3ヵ所の乗車地　3ヵ所に乗車場を限定し「速やかに目的地へ！」

20
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ダイトー
スターレーン 1台3名以上で駐車場をご利用の場合

駐車代金無料！！

※一部のツアーでは利用できません。
割引券は当日お渡しします。

甲府南専用駐車場

ダイトースターレーン駐車場

甲府北口駐車場

Ⓟダイトースターレーン

Ⓟ甲府南専用駐車場

Ⓟ甲府南専用駐車場

Ⓟダイトースターレーン

東 行
西 行

目的地山日YBS本社
Ⓟ北口駐車場 ■駐車場利用について

ツアーお申し込み時にご予約ください。

1台/1日：500円

ツアー割引 
1台/1日：1,000円 2日以上：2,000円
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山日YBS本社

YBSツアー特典

早めの
到着

ホテルに早めに到着、宿泊
するホテルでゆっくりお過ご
しいただきます。温泉をお楽
しみいただいたり、付近を散
策したりと、自由な時間を大
切にします。

専門店でのお食事やその
土地の名産など、食にこだ
わったコースです。

1名参加
OK

宿泊コース（日帰りを除く）
で、お1人様から参加可能で
す。お部屋タイプはお任か
せいただきます（和室又は洋
室）旅行代金はお問い合わ
せください。

掛け流しの温泉や露天風
呂など、特に温泉が素晴らし
いコースです。

朝の出発時間を午前9時以
後に設定します。朝風呂に
お買い物と、ホテルの朝を
ゆっくりお過ごしください。

ゆっくり
出発

夕食時、酒またはジュース1
本付。（2泊以上の場合は、
いずれかの日1回となります）

お申込～出発までの流れ

入金 確定 出発

申込

出発の2週間前までに最少催行
人員に達した場合、1週間前まで
に「日程表」をご郵送いたします。
駐車場をご希望の方には「駐車
場許可書」も同封いたします。

※最少催行人員に満たない場
合、泊りのツアーは2週間前、日
帰りツアーは3日前までに中止の
連絡をいたします。

日程表をご持参のうえ、出発時
間までに乗車場所へご集合く
ださい。

★入金方法
❶↓コンビニ支払い・郵便振込書
　同封の振込書にてお近くのコンビニエンスス
トアまたは郵便局よりお振込みください。
❷↓店頭支払い
　山梨文化会館1階カウンターにてお支払いく
ださい。
❸↓クレジットカード払い
　クレジット払いについては出発確定のみ支払
い可能です。

★お申込金と契約の成立
ご予約いただいてから1週
間以内にお申込金をお支
払いください。
※お申込金のお支払いを
していただいた時点で契
約の成立となります。

★旅行代金の残金
旅行代金からお申込金額
を差し引いた金額を出発
日の2週間前までにお支
払いください。

気を付けて
いってらっしゃいませ！

①行きたいコース
　を探す！

振込用紙

ご案内

お客様

当社

準備 日程

時間

……

体調

②お電話☎または
　インターネットから
　お申込

探す
③
ご案内の
郵送

確認
④入金手続き ⑤

ツアー出発確定
最終日程表の送付

⑥
ご旅行当日

パンフレット裏面に掲載されている問い合わせ
先へ、電話またはYBSツアーホームページより
お申込いただけます。

YBSツアーパンフレットよりお好
みのコースと出発日を選びます。 予約が完了しますと、こちらよ

り「ご案内」と「振込用紙」を
郵送いたします。


