聖岳を望む（下栗の里より）

『日本百名山』深田久弥が訪れた

『日本百名山』の著者、深田久弥が訪れた冬の下栗の里！
同氏が歩いた下栗の里、炭焼山周辺を歩きます。聖岳など南
アルプスのパノラマが広がる秘境トレッキングです。下栗の
自然や白銀の南アルプスの美しさを堪能しましょう。
トレッキングの後は、遠山温泉郷「かぐらの湯」で疲れを
癒し、しっかり体を温めます！
下栗の里

〔ご案内〕
○期
日 平成２９年２月１２日（日）
○旅行代金 １３，０００円（税込） ＊中学生以下１１，０００円（税込）
（代金には、移動交通費、ガイド代、昼食代、かぐらの湯入浴料が含まれます。）

○募集人数

○申込方法
○参加資格

２１名（最少催行人数１０名）

最少催行人数に達しない場合は中止する場合があります。また当日の天候など諸状況により
コースの変更や中止となる場合がありますのでご了承ください。
２月１日（水）までに裏面申込書にご記入の上、申込金 4,000 円（または旅行代金全額）を
添えて㈱飯田ツーリストセンターまでお申し込みください。振込先は裏面をご参照ください。

小学生以上の真冬のトレッキングを行う上で身体的に問題のない方
（中学生以下の方は保護者の同伴が必要になります）

○添 乗 員 同行しません。現地スタッフが対応します。
○集合場所・時間
・ＪＲ飯田駅前（飯田駅観光案内所前）
７：５０集合 ８：００出発
・りんごの里（中央道高速バス伊賀良バス停隣） ８：０５集合 ８：１５出発
＊「りんごの里」は、みなみ信州農協の直売所です。

高原ロッジ下栗とジンギス丼

○スケジュール
８：００ ＪＲ飯田駅 発 移動：貸切りバス又は貸切りタクシー（アップルキャブ）
８：１５ りんごの里 発
９：３０ 下栗の里 着（到着後、事前ガイダンス実施）
９：４５ トレッキング出発（トレッキングは 3 時間弱）
１２：３０
昼食（高原ロッジ下栗にて遠山名物ジンギス丼を堪能）
○旅行企画・実施
かぐらの湯（遠山温泉郷）
１３：３０
高原ロッジ下栗出発
㈱飯田ツーリストセンター
１４：１０ 長野県知事旅行業登録
かぐらの湯 入浴（山の中にある塩辛い温泉）
第○－○○○号
《旅行企画・実施》
平澤英司
１５：１０ 総合旅行業務取扱管理者
かぐらの湯 発
長野県知事登録旅行業 2-155 号 （一社）全国旅行業協会正会員
営業時間 着
８：３０～１７：３０ （土日祝日営業）
１６：２５ りんごの里
2 丁目 11 番地
１６：４０ 〒395-0031
ＪＲ飯田駅飯田市銀座
着
電話 0265-23-1261 FAX0265-23-1264
飯田市銀座 2-11

TEL0265-23-1261

FAX0265-23-1264

《共催》飯田観光協会
営業時間 平日 9:30～18:00 土日祝 10:00～18:00
旅行業務取扱管理者 仲井直美
（観光プランづくりプロジェクト）
○飯田市内で前泊を予定される方は当社までご相談ください
○観光情報はこちら⇒ 南信州ナビ http://msnav.com/
遠山郷観光協会 http://tohyamago.com/

○持ち物（服装）
風を通さない上着、冬用手袋（予備必要）、帽子、サングラスかゴーグル、防水性の靴やスノーブーツ
速乾性の下着、着替え、雨具（上下）、保温性水筒（温かい飲み物）、タオル など
○レンタル用品
トレッキング用品のレンタルを必要とする方は別途料金がかかります。ツアー申し込み時にお申し込み
ください。なお、レンタル料は当日別途お支払いください。
スノーブーツ（1,600 円）、ストック（500 円）
○飯田までのアクセス
名古屋⇔飯田 自動車・高速バス：約２時間 電車：約３時間（豊橋経由）
新宿⇔飯田
自動車・高速バス：約４時間
浜松⇔飯田
自動車：約３時間 電車：約３時間 30 分（豊橋経由）
○ツアー終了後のアクセスのご案内（高速バス）＊予約：高速バス予約センター 電話０２６５－２４－０００７
ア）新宿行き
①JR 飯田駅発（17 時 00 分）→伊賀良発（りんごの里）17 時 19 分→新宿着 21 時 15 分
②JR 飯田駅発（18 時 00 分）→伊賀良発（りんごの里）18 時 19 分→新宿着 22 時 15 分
③JR 飯田駅発（19 時 00 分）→伊賀良発（りんごの里）19 時 19 分→新宿着 23 時 03 分
イ）名古屋行き
①JR 飯田駅発（16 時 34 分）→伊賀良発（りんごの里）16 時 49 分→名鉄 BC 着 18 時 35 分
②JR 飯田駅発（17 時 34 分）→伊賀良発（りんごの里）17 時 49 分→名鉄 BC 着 19 時 35 分
③JR 飯田駅発（18 時 34 分）→伊賀良発（りんごの里）18 時 49 分→名鉄 BC 着 20 時 35 分
④JR 飯田駅発（19 時 34 分）→伊賀良発（りんごの里）19 時 49 分→名鉄 BC 着 21 時 35 分
■振込先
[高速バス時刻表：平成 28 年 3 月 31 日現在]

飯田信用金庫 本店営業部
（口座番号）４９０４１９７

（名義）㈱飯田ツーリストセンター

＊振込手数料はお客様のご負担になりますのでご了承ください。

■ご旅行条件（抜粋）※お申込みに際し、詳しい旅行条件書をご希望される方は当社までご連絡ください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱飯田ツーリストセンター（以下「当社」といます）が企画・実施する旅行であり、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（以
下「旅行契約」という）を締結することになります。この旅行条件は当パンフレットに記載されている条件のほか、当社ホームページに掲載している旅行条件書
によります。
●旅行のお申込み、契約成立時期とお支払い方法
当社の定めた申込書（下記）に所定の事項を記入し、当社の定める期日までに、申込金（または旅行代金全額）を添えて、店頭での直接お申込み、またはファッ
クス、電話などの通信手段によりお申し込みください。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金（または旅行代金全額）を受領した時に成立するものと
します。なお、お申込金は旅行代金のお支払いの際、差し引かせていただきます。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した移動交通費、ガイド代、食事代、温泉入浴料、消費税等諸税が含まれます。これらの費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則
として払い戻しいたしません。なお、コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の金額を取消料として申し受けます。
旅行開始日の前日から起算して
取消料
（旅行代金の右記％）

10～8 日前

7～2 日前

２０％

３０％

旅行開始日

当日

旅行開始後及び

の前日

（旅行開始前）

無連絡不参加

４０％

５０％

１００％

●特別補償
当社は、募集型企画旅行約款特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命、又は手荷物上に被っ
た一定の損害につきましては補償金及び見舞金をお支払いいたします。
●個人情報の取り扱い
当社は、旅行申し込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サ
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で利用させていただきます。また、当社が扱う企画・商品・サービス等のご案内などにお
客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●旅行条件の基準
この旅行条件は 2015 年 4 月 1 日を基準としています。

「冬の下栗の里と南アルプスのパノラマ～冬の秘境トレッキング～」
ご氏名

男

女

年齢

ご住所

申込用紙

お電話番号

携帯番号

ＦＡＸ番号（㈱飯田ツーリストセンター）０２６５－２３－１２６４

