
※当社募集型企画旅行は、車内禁煙とさせていただきます。  ※バス乗車中はシートベルトの着用をお願いいたします。
※道路状況により、スケジュールが変更になる場合がございます。  

※城辺～津島～宇和島～吉田～宇和～大洲区間の国道５６号線沿いバス停留所での乗車・下車ができます。
《募集型企画旅行条件》
1. 募集型企画旅行契約　　この旅行は宇和島自動車㈱ （以下 「当社」 という） が企画･募集し実行する国内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。
２. 旅行代金のお支払い　　旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって１４日前までにお支払いいただきます。 １４日前以降にお申込された場合は、 申込時に全額お支払いいただきます。
３. 取消料 ( お一人 )　　　　　お申込後、 お客様都合による取消の場合は、 旅行代金に対してお一人に付下記の料率で取消料を頂きます。

４. 催行中止の場合　　各コースお客様が最少催行人員に満たないときは１３日前 ( 日帰り３日前 ) までにお客様に連絡し中止することがあります。 その場合お預かりした全額をお返しします。
５. 特別補償　　　　　　当社はお客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然的な外来の事故により生命、 身体に被られた一定の損害について旅行業約款補償規定により
                            あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。
６. 個人情報の扱い　　当社の旅行申込の際提出された、 申込書に記載された個人情報についてはお客様とのご連絡に利用させて頂く他、
                           お客様がお申込いただいた旅行において運送 ・ 宿泊機関等のサービスを受領する為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
                            また、 パンフレットの送付･旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い･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。
７. 募集型企画旅行契約約款　　この条件に定めない事項は国土交通省認定の当社旅行業約款 ( 募集型企画旅行契約の部 ) によります。
8. 利用バス会社　　　 宇和島自動車株式会社

取消日

取消料

旅行開始日の 20 ～ 8 日前
（日帰りは 10 ～ 8 日前）

旅行開始日の 21 日前
（日帰りは 11 日前） 旅行開始日の 7 ～ 2 日前 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 無連絡不参加

無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

【旅行企画・実施】
愛媛県知事登録国内旅行業第 2-78 号

宇和島自動車株式会社
https://www.uwajima-bus.co. jp/

宇和島市錦町３番２２号
国内旅行業務取扱管理者　亀田 尚人

※写真はイメージです※写真はイメージです

食事条件食事条件
2月20日(日 )2月20日(日 )出発日出発日

ツアー№22005

お申込み・お問合せ

■宇和島（観光課）　℡（0895）22-2204 

■旅行センター（宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ内）℡（0895） 22-0226

■大洲営業所（観光三課）　℡（0893）24-2171　

■八幡浜営業所　℡（0894）22-2400     

■卯之町営業所　℡（0894）62-1181  

■岩松出張所　℡（0895）32-2111     

■城辺営業所　℡（0895）72-0772

最少催行人数 30 名　　添乗員同行いたします。最少催行人数 30 名　　添乗員同行いたします。

食事条件食事条件 食事は付いておりません食事は付いておりません

2月 19 日 (土 )2月 19 日 (土 )出発日出発日

その他その他

ツアー№22007

旅行代金旅行代金

観戦チケット料 込（自由席）観戦チケット料 込（自由席）

VS アースフレンズ東京Z
※試合時間は未定です

＝＝伊予灘 SA＝＝大洲＝＝卯之町＝＝宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
17:45/18:00    18:30     19:00              19:30

宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ＝＝卯之町＝＝大洲＝＝伊予灘 SA＝＝愛媛県武道館＝＝
11:30             12:00      12:30   13:00/13:15     13:30/17:30

最少催行人数 30 名　　添乗員・ガイド同行いたします。最少催行人数 30 名　　添乗員・ガイド同行いたします。

食事条件食事条件 昼食 1 回（牡蠣食べ放題 60分）昼食 1 回（牡蠣食べ放題 60分）

2月 26 日 (土 )2月 26 日 (土 )出発日出発日

その他その他

旅行代金旅行代金
大人お一人様大人お一人様

各ミュージアム入館料 込各ミュージアム入館料 込

最少催行人数 30 名　　添乗員同行いたします。最少催行人数 30 名　　添乗員同行いたします。 ※写真はイメージです※写真はイメージです

日帰り

ツアー№22008

・・・ところミュージアム大三島＝＝伊予灘 SA＝＝大洲＝＝卯之町＝＝宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
15:20/15:50                17:20/17:35    18:10     18:40             19:10

11:40/13:00                     13:45/14:20                                       14:30/15:10

8:00                8:30         9:00       9:35/9:50         10:40/11:20

観光

観光

観光

買物

昼食（牡蠣食べ放題60分）

ツアー№22006

※写真はイメージです※写真はイメージです最少催行人数 30 名　　添乗員同行いたします。最少催行人数 30 名　　添乗員同行いたします。

その他その他 那智の滝 見学料 込

アドベンチャーワールド 入園料 込

那智の滝 見学料 込

アドベンチャーワールド 入園料 込

宿泊先宿泊先 1日目：山水館 川湯みどりや　TEL.0735-42-1011

2日目：柳屋　TEL.0739-42-3360

1日目：山水館 川湯みどりや　TEL.0735-42-1011

2日目：柳屋　TEL.0739-42-3360

朝食・昼食 各２回 、夕食 3 回

（内 昼食弁当・夕食弁当 各1回）

朝食・昼食 各２回 、夕食 3 回

（内 昼食弁当・夕食弁当 各1回）

5,000 円

※写真はイメージです※写真はイメージです

日帰り

1日目

2日目

3 日目

15:00/16:00                                                16:30
＝＝三段壁・千畳敷＝＝円月島（車窓より）＝＝白浜温泉（泊）

買物 観光・自由昼食 船内夕食弁当

9:00                  9:10/9:50                        10:00/14:00             15:40/16:25
ホテル＝＝とれとれ市場南紀白浜＝＝アドベンチャーワールド＝＝和歌山港～～～～

18:30/18:35   19:35/19:50   21:15/21:30    22:00     22:30              23:00
～～徳島港＝＝＝吉野川 SA＝＝伊予灘 SA＝＝大洲＝＝卯之町＝＝宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ

世界文化遺産 仙人風呂船内昼食弁当
～～～～和歌山港＝＝道の駅ふるさとセンター大塔＝＝熊野本宮大社＝＝川湯温泉（泊）

   6:00                6:30         7:00       7:30/7:45       9:15/9:30   10:30/11:00
宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ＝＝卯之町＝＝大洲＝＝伊予灘 SA＝＝吉野川 SA＝＝徳島港～～

13:05/13:15                15:00/15:10                   16:00/17:00             17:10

２泊３日

4名 1室4名 1室

3 名 1室3 名 1室

2名 1室2名 1室

56,000 円

59,000 円

62,000 円

旅行代金旅行代金
大人お一人様大人お一人様

56,000 円  ～ 62,000 円

＝＝よしうみいきいき館＝＝岩田健 母と子のミュージアム＝＝今治市伊東豊雄建築ミュージアム・・・

11,000 円

ホテル＝＝熊野那智大社・那智の滝＝＝＝那智勝浦町内＝＝＝橋杭岩＝＝

白浜泉都めぐり
8:30                   9:40/11:30                   11:40/12:30  　13:20/13:40

世界文化遺産 昼食 観光

レインボーツアーレインボーツアー 2022年2月号 和
歌
山

和
歌
山

土土

宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ＝＝卯之町＝＝大洲＝＝伊予灘 SA＝＝さいさいきて屋＝＝

食事条件食事条件 昼食 1 回昼食 1 回

出発日出発日

その他その他

旅行代金旅行代金
大人お一人様大人お一人様

牧野植物園 入園料 込

西島園芸団地 いちご狩り料金 込

牧野植物園 入園料 込

西島園芸団地 いちご狩り料金 込

11,000 円

産直市で買物 いちご狩り40分食べ放題 買物
＝＝とさのさと・アグリコレット＝＝西島園芸団地＝＝＝水車亭＝＝＝虹の森公園＝＝宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ

13:20/14:00                 14:30/15:30        16:40/17:00       18:30                18:55

宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ＝＝虹の森公園＝＝道の駅あぐり窪川＝＝高知県立牧野植物園＝＝土佐御苑＝＝
7:00                    7:25                 8:55/9:15                  10:15/11:45         12:10/13:10

会席料理ラン展開催予定

日帰り

2月 6 日 (日 )2月 6 日 (日 )日日

牧野植物園 いちご狩り&&

土佐御苑で味わう会席料理

しまなみ

海道

しまなみ

海道

アドベンチャーワールド
世界文化遺産をめぐる旅

とと

愛媛オレンジバイキングス愛媛オレンジバイキングス
応援バスツアー応援バスツアー

1日目

2日目

3 日目

JALで行く北海道

18:40                 19:10/19:40              20:00

観光夕食

観光

・・・函館ビアホール＝＝函館山夜景観賞＝＝函館市内（泊）

12:15/13:45                          14:30/16:00                        16:10 

旧函館区公会堂・八幡坂・ハリストス正教会昼食・観光

有珠山ロープウェイ（往復利用）

＝＝大沼公園・大沼湖遊覧船＝＝＝函館市内／元町散策＝＝＝金森赤レンガ倉庫・・・

8:10                 8:30                   9:40       10:40/10:50
ホテル＝＝昭和新山駅＊＊＊有珠山駅＝＝静狩 PA＝＝

9:00                   9:30/10:20                     10:40                  12:30

観光

観光

買物
ホテル＝＝五稜郭公園・五稜郭タワー＝＝函館朝市・・・海鮮丼の昼食＝＝

13:00/13:50        14:05/15:05    16:30/16:55    18:20/19:00

＝＝トラピスチヌ修道院＝＝函館空港→→→羽田空港→→→松山空港＝＝

19:50      20:20       20:50/21:00        22:00
＝＝大洲＝＝卯之町＝＝宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ＝＝城辺

20年 7月オープン・アイヌ民族の歴史などを紹介昼食弁当
→→羽田空港→→→新千歳空港＝＝ウポポイ（民族共生象徴空間）＝＝洞爺湖温泉（泊）

5:30        6:30/6:40            7:10         7:40     7:50/8:00    8:40/9:40
城辺＝＝宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ＝＝卯之町＝＝大洲＝＝内子 PA＝＝松山空港→→

11:05/12:30     14:05/14:40                  15:20/16:40                           17:40

※写真はイメージです※写真はイメージです

２泊３日
出発

予定日
出発

予定日

道南周遊の旅
※料金などの詳細は後日発表します。※料金などの詳細は後日発表します。

2022年 6 月 出発予定2022年 6 月 出発予定

日日

ツアー特典ツアー特典 応援グッズプレゼント

帰りのバス車内にてグッズ等の抽選会を行います。

応援グッズプレゼント

帰りのバス車内にてグッズ等の抽選会を行います。

土土

試合開始時間が未定のため、試合開始時間が決定後

ツアーの出発時間が変更になる場合がございます。

現在は15 時試合開始にて行程を作成しております。

試合開始時間が未定のため、試合開始時間が決定後

ツアーの出発時間が変更になる場合がございます。

現在は15 時試合開始にて行程を作成しております。

七輪焼き牡蠣 食べ放題・鯛めし

汁物・ミニソフトクリーム

七輪焼き牡蠣 食べ放題・鯛めし

汁物・ミニソフトクリーム

Go To トラベル事業の割引支援が再開されれば、旅行代金を割引させて
いただきます。
Go To トラベル事業の割引支援が再開されれば、旅行代金を割引させて
いただきます。

割引割引

GoToトラベル事業についてGoToトラベル事業について
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とと


