主催バスツアーのご案内
神奈中観光株式会社

いつも神奈中観光をご利用いただき、ありがとうございます。
日帰りバスツアーのご案内です♪ 「観光で神奈川県を元気に！」第 5 弾企
画をはじめ、話題のスポット満載の計３コースをご用意致しました。各コース
にバスガイドがお供し、皆様の素敵な旅をお手伝い致します。
ずっと行ってみたかった場所や、皆さまのお気に入りの場所…ぜひ観光地
の色々な魅力をご一緒に探しに行きましょう！
引き続き新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し安心・安全なご旅行
の提供に努めておりますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
詳しくは添付チラシをご覧のうえ、お電話または FAX にてお申し込みを
お願い致します。

お申込み・お問い合わせは

営業部旅行課＜電話：042-788-2675＞までお気軽にどうぞ。
（平日 10 時～17 時 ※土日・祝日はお休みをいただいております）

「神奈中たび倶楽部」 観光で神奈川県を元気に‼第5弾発表‼

～さわやな季節に訪れる～

横浜イングリッシュガーデンの春バラ観賞と
魅力あふれる江の島・活気あふれる中華街散策

ご旅行代金
（おひとり様 ※大人・こども共）（税込）

7,800円

横浜イングリッシュガーデンは、1,800種類の
バラを中心に、気候風土にあった草花や樹木を
散りばめて、春の芽吹きから枯れゆく秋の自然
の風景を何年もかけて育てられています。
特に香り高い四季咲きのバラをふんだんに使い、
春から秋までバラを楽しむことができる、
芳醇な香りがただようイングリッシュガーデン
です。

出発日限定
2021年5月22日（土）・27日（木）
■集合場所・時間
集合場所

出発時間

神奈中 田村車庫

7時45分

平塚駅北口NTT前

8時30分

本厚木駅南口伊藤ビル前

9時10分

行
程

各地(7時45分～9時頃)－横浜イングリッシュ
ガーデン(見学)－横浜中華街(自由散策、自由
昼食)－江の島(自由散策)－各地(16時45分～
18時頃）
※帰路は平塚→本厚木→田村車庫の順となります。

■最少人員:18名様
■添乗員：同行します。
■バスガイド：同行します。
■食事：ついておりません。
■利用交通機関:神奈中観光バス

江の島（自由散策）
寺社仏閣巡りや美
味しいレストラン
での食事、海水浴
など若者から家族
連れまでオール
シーズン楽しめる
江の島 ©公社 藤沢市観光協会
観光地です。

中華街(自由昼食、自由散策)
500店以上もの店舗が
あり、 東アジア最大の
中華街となっています。
1866年の横浜新田居
留地から数えると150
年強もの歴史がありま
す。

ホームページからでもお申込み書がダウンロードできます。

お申込みからご出発まで

http://www.kanachu-kanko.co.jp/

お電話にてお申込み

予約の確定

042-788-2675

ツアー決定の場合

お電話からのお申し込みの
場合は、その場でご予約確
定となります。

営業時間：朝10時～夕方17時まで
（土・日・祝日はお休み）
※かけ間違えにご注意ください。

当日の集合場所/出発時間を記載
したご案内書をお送りいたします。
合わせて旅行代金の振込み先もお
知らせいたします。

予約の確定

FAXにてお申込み

FAXでのお申込みの場合は、
お電話にて折り返しご予約
の確定連絡をいたします。

042-788-2651
※かけ間違えにご注意ください。

旅行代金のお支払い
ご案内書類に記載された振込先に、指定
された期日までにお振込みください。

※振込手数料は、お客様負担となり
ます。

ご出発当日
ご案内した集合場所へお時間に余裕を
もってお越しください

ツアー催行にあたり
大山寺(イメージ)
◆換気機能完備の観光バスを利用、車内換気に配慮します。更に1時間～1時間半おきに休憩時間を確保し、十分
な空気の入れ替えを行います。
◆バスのお座席につきましては、別のグループと相席にしないなど、感染リスクの軽減に努めています。
◆立ち寄り施設は、弊社にて感染防止対策状況等を十分に確認の上選定しております
◆ご参加のお客様へはツアー中のマスク着用のご協力並びに大声での会話、飲食（特に飲酒）をご遠慮いただいて
おります。

ご
案
内

★お支払いは、催行決定後、銀行振込のご案内をお送りしますので、お振込下さい。
◆表示の旅行代金には、消費税が含まれます。
◆最少催行人員は、18名様となります。
◆掲載のコース及び時刻・見学地等での所要時間は、交通事情により変更となる場合もございます。
◆お願い/バス車内は禁煙です。また、法令によりバス車内でのシートベルト着用が義務付けられてます。
◆掲載の観光写真、料理写真はイメージで、実施日によりご利用いただくものとは異なる場合があります。

GoToトラベル
再開時の割引
対応について

GoToトラベルキャンペーンは、コロナ感染拡大のため全国的に一時停止されています。この
ため、現時点ではキャンペーン割引適用前の旅行代金を表示しています。停止解除が決まりま
したら、ホームページ・お電話等で割引額をご案内いたします。

2021年4月1日

遠州 200万輪のゆりと
50万本の花しょうぶの饗宴
日帰りバスツアー

ご旅行代金（おひとり様 ※大人・こども共）（税込み）

14,000円
出発日限定
2021年5月30日（日）、6月2日(水）
可睡ゆりの園

写真提供：静岡県観光協会

加茂荘の花菖蒲園

写真提供：静岡県観光協会

■集合場所・時間
集合場所

出発時間

神奈中 田村車庫

6時30分

平塚駅北口NTT前

7時00分

本厚木駅南口伊藤ビル前

7時45分

各地(6時30分～7時45分頃)－袋井観光セ
行 ンター（袋井市名物たまごふわふわ鍋の
程 昼食）－可睡ゆりの園（見学）－加茂荘
花鳥園（花菖蒲園見学）－
各地（17時30分～19時頃）
■最少人員:24名様
■添乗員：同行します。
■バスガイド：同行します。
■食事：昼食1回付
■利用交通機関:神奈中観光バス

敷地は広大で、3万坪にも
およぶなだらかな斜面に
は、 約150種、200万輪
のゆりの花が咲き誇りま
す。日本庭園様式の緑豊
かな湖畔の散策路があり、
滝やアジサイも楽しめま
す。１ヶ月余という期間
限定の絶景を堪能。

約1haの園場に約600種
50万本が保存・栽培され
ています。花菖蒲は厄除
けとして古くから作り伝
えられていましたが、明
治初期に拡張され、門前
に花菖蒲園ができました。
戦後に復活拡張され、今
日の姿になりました。

袋井では名物たまごふわふわ鍋
を含む袋井どまんなか御膳昼食
まぐろ佃煮／造り三種盛り／海鮮
朴葉焼き／あんかけ茶そば／あさ
りご飯せいろ蒸し／たまごふわふ
わ鍋／香の物／季節のデザート

（イメージ）

ホームページからでもお申込み書がダウンロードできます。

お申込みからご出発まで

http://www.kanachu-kanko.co.jp/

お電話にてお申込み

予約の確定

042-788-2675

ツアー決定の場合

お電話からのお申し込みの
場合は、その場でご予約確
定となります。

営業時間：朝10時～夕方17時まで
（土・日・祝日はお休み）
※かけ間違えにご注意ください。

当日の集合場所/出発時間を記載
したご案内書をお送りいたします。
合わせて旅行代金の振込み先もお
知らせいたします。

予約の確定

FAXにてお申込み

FAXでのお申込みの場合は、
お電話にて折り返しご予約
の確定連絡をいたします。

042-788-2651
※かけ間違えにご注意ください。

旅行代金のお支払い
ご案内書類に記載された振込先に、指定
された期日までにお振込みください。

※振込手数料は、お客様負担となり
ます。

ご出発当日
ご案内した集合場所へお時間に余裕を
もってお越しください

ツアー催行にあたり
大山寺(イメージ)
◆換気機能完備の観光バスを利用、車内換気に配慮します。更に1時間～1時間半おきに休憩時間を確保し、十分
な空気の入れ替えを行います。
◆バスのお座席につきましては、別のグループと相席にしないなど、感染リスクの軽減に努めています。
◆立ち寄り施設は、弊社にて感染防止対策状況等を十分に確認の上選定しております
◆ご参加のお客様へはツアー中のマスク着用のご協力並びに大声での会話、飲食（特に飲酒）をご遠慮いただいて
おります。

ご
案
内

★お支払いは、催行決定後、銀行振込のご案内をお送りしますので、お振込下さい。
◆表示の旅行代金には、消費税が含まれます。
◆最少催行人員は、24名様となります。
◆掲載のコース及び時刻・見学地等での所要時間は、交通事情により変更となる場合もございます。
◆お願い/バス車内は禁煙です。また、法令によりバス車内でのシートベルト着用が義務付けられてます。
◆掲載の観光写真、料理写真はイメージで、実施日によりご利用いただくものとは異なる場合があります。

GoToトラベル
再開時の割引
対応について

GoToトラベルキャンペーンは、コロナ感染拡大のため全国的に一時停止されています。この
ため、現時点ではキャンペーン割引適用前の旅行代金を表示しています。停止解除が決まりま
したら、ホームページ・お電話等で割引額をご案内いたします。

2021年4月1日

「神奈中たび倶楽部」

渋沢栄一翁ゆかりの地を
訪ねる日帰りバスツアー

深谷大河ドラマ館 ©深谷市

渋沢栄一アンドロイド・講義 ©深谷市

渋沢栄一記念館 ©深谷市

今、テレビドラマで話題のスポットを廻ります‼
ご旅行代金（おひとり様 ※大人・こども共）（税込み）

14,000円
旧渋沢邸「中の家」（外観）©深谷市

出発日限定
2021年5月23日（日）・24日（月）
■集合場所・時間
集合場所

出発時間

神奈中 田村車庫

6時30分

平塚駅北口NTT前

7時00分

本厚木駅南口伊藤ビル前

7時45分

各地(6時30分～7時45分頃)－渋沢栄一記念館
（資料館、アンドロイド講義を見学）－割烹 楓
行 （和食膳の昼食）－旧渋沢邸「中の家」（見学）－
程 深谷大河ドラマ記念館(見学）－道の駅はなぞの
（お買い物）－各地（18時15分～19時30分頃）
※出発日により見学順序が変更になります。

■最少人員:18名様
■添乗員：同行します。
■バスガイド：同行します。
■食事：昼食1回付
■利用交通機関:神奈中観光バス

『渋沢栄一 青天を衝け 深谷大河ドラマ館』
では、ドラマで実際に使用された小道具や衣
装の展示、メイキング映像の上映、ストー
リーやキャスト紹介のパネル等の展示、さら
にはセット展示や記念撮影ポイントなど、大
河ドラマの世界観をお楽しみ下さい。

深谷ならではの
郷土食の昼食
渋沢栄一翁も好んで食べ
た郷土料理「煮ぼうと
う」の昼食をご賞味くだ
さい。
（イメージ）

道の駅はなぞの
地元深谷の魅力的な商品、お土産や贈り物にも
喜ばれる逸品をたくさん取り揃えております。
お漬物や深谷・秩父を中心に取り揃えた地酒・
ワインコーナーが充実してます。

ホームページからでもお申込み書がダウンロードできます。

お申込みからご出発まで

http://www.kanachu-kanko.co.jp/

お電話にてお申込み

予約の確定

042-788-2675

ツアー決定の場合

お電話からのお申し込みの
場合は、その場でご予約確
定となります。

営業時間：朝10時～夕方17時まで
（土・日・祝日はお休み）
※かけ間違えにご注意ください。

当日の集合場所/出発時間を記載
したご案内書をお送りいたしま
す。合わせて旅行代金の振込み先
もお知らせいたします。

予約の確定

FAXにてお申込み

FAXでのお申込みの場合は、
お電話にて折り返しご予約
の確定連絡をいたします。

042-788-2651
※かけ間違えにご注意ください。

旅行代金のお支払い
ご案内書類に記載された振込先に、指定
された期日までにお振込みください。

※振込手数料は、お客様負担となり
ます。

ご出発当日
ご案内した集合場所へお時間に余裕を
もってお越しください

ツアー催行にあたり
大山寺(イメージ)
◆換気機能完備の観光バスを利用、車内換気に配慮します。更に1時間～1時間半おきに休憩時間を確保し、十分
な空気の入れ替えを行います。
◆バスのお座席につきましては、別のグループと相席にしないなど、感染リスクの軽減に努めています。
◆立ち寄り施設は、弊社にて感染防止対策状況等を十分に確認の上選定しております
◆ご参加のお客様へはツアー中のマスク着用のご協力並びに大声での会話、飲食（特に飲酒）をご遠慮いただいて
おります。

ご
案
内

★お支払いは、催行決定後、銀行振込のご案内をお送りしますので、お振込下さい。
◆表示の旅行代金には、消費税が含まれます。
◆最少催行人員は、18名様となります。
◆掲載のコース及び時刻・見学地等での所要時間は、交通事情により変更となる場合もございます。
◆お願い/バス車内は禁煙です。また、法令によりバス車内でのシートベルト着用が義務付けられてます。
◆掲載の観光写真、料理写真はイメージで、実施日によりご利用いただくものとは異なる場合があります。

GoToトラベル GoToトラベルキャンペーンは、コロナ感染拡大のため全国的に一時停止されています。この
再開時の割引 ため、現時点ではキャンペーン割引適用前の旅行代金を表示しています。停止解除が決まりま
対応について したら、ホームページ・お電話等で割引額をご案内いたします。

2021年4月1日

「神奈中たび倶楽部」

神奈中観光がお送りする“日帰りツアー“

ファクシミリ専用申込書

（FAX番号：042-788-2651）
※番号のかけ間違えにご注意ください。
弊社にてお申込みの手続きが完了次第、FAXまたはお電話にてご連絡いたします。

ご希望コース（いずれかのコースにチェックしてください）

□
□
□

❶ 横浜イングリッシュガーデンと江の島
❷ 遠州 50万本の花しょうぶと200万輪のゆり
❸ 渋沢栄一を訪ねる旅

2021年

御希望日

月

日(

)

乗車地 ※ご選択して、ご希望集合場所を丸にて囲みください

①神奈中田村車庫

②平塚駅
電
話
番
号

フリガナ
代表者

生年月日

お名前

西暦

〒

年

月

日

（

歳）

男

③本厚木駅
電話

－

－

Fax

－

－

携帯

－

－

女

－

ご住所

予約人数

名 内訳（大人
お名前
（カタカナ）

ご同行者
氏名等
記入欄

性
別

名/小人

ご年齢

名/幼児
ご住所

名）
ご連絡先

