
4）旅行代金に含まれないもの　コースに含まれない交通費等の諸費用、別途料金のオプショナルツアー、超
過手荷物料金及び個人的性質の諸費用（電話代・飲食代等）などは含まれません。
5）旅行内容の変更　料金が７項に定める基準日以降に改定された場合は旅行代金を変更することがありま
す。この理由以外の場合は旅行代金の変更は一切いたしません。
6）取消料等　お申込み後、お客様のご都合により取消になる場合及び旅行代金が所定の期日までに入金が
無く当社がお申込みをお断りした場合は、お一人につき次の料率で取消料（あるいは違約金）をいただきま
す。なお、複数人数が参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは１室ご利用人数の変更
に対する差額代金をいただきます。

7）基準日　この旅行条件は、2018年5月7日を基準としています。又、旅行代金は、2018年5月7日現在の
有効な運賃、規則を基準としています。

旅行条件（要旨）　お申し込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。

旅行代金
［おひとり］

15万円
以　上

お申込金 旅行代金の20％

10万円以上
15万円未満

30,000円

6万円以上
10万円未満

20,000円

3万円以上
6万円未満

12,000円

3万円
未　満

6,000円

1）募集型企画旅行契約 （1）この旅行は株式会社リョービツアーズ（以下「当社」という）が旅行を企画して実
施するものであり、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）募集型企画旅行契約の詳しい内容・条件は別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日
程表にてご確認ください。
2）旅行の申込み 所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みください。
また当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予
約の時点では契約は成立しておらず、お客様は,当社らが予約を承諾した日の翌日から起算して３日以内にお
申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は,当社
は予約がなかったものとして取り扱います。

3）旅行代金に含まれるもの　旅行代金には、各コース毎に記載された交通費、宿泊費、食事費が含まれます。

21日前
まで

20日前
～8日前

7日前
～2日前

無料取消料

取消日 旅行開始日
の前日

旅行開始日
当日

旅行開始後
または無連絡
不参加

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％

岡山⇔真庭間 直通バス 時刻表

湯原温泉宿泊者限定プラン

直通バスで「ホタル観賞」を楽しむ場合、1泊2日真庭滞在をおすすめします。
昼間の楽しみ方、各エリアプランなど裏面をご覧ください。

往　路往　路 復　路復　路岡山⇔真庭間
直通バス 運行スタート

期間
限定

岡山道経由

岡山駅（西口）

岡山空港

北 房
（水田バスストップ）

勝 山
（JR中国勝山駅）

湯原温泉
（湯原温泉バス停）

蒜山高原
（休暇村蒜山高原）

10:00発

10:30発

11:15着

12:00着

12:30着

13:00着

　

　

　発

　発

　発

　

　

　着

　着

　着

17:00着

16:30着

15:45発

15:00発

14:30発

14:00発

「たった100万年のおくりもの」
～陰と陽の交わるところ真庭～

2018年6月7日木～17日日

お電話にてお申し込みください。お申し込み時、ご乗車される全員の
氏名、年齢、住所、電話番号（携帯番号）をお伝えください。お申し込み方法

【完全予約制】

岡山県

真庭

真庭へホタルを
見に行こう！
1泊2日
おすすめプラン

夏のおくりもの編2018

観光庁長官登録旅行業第163号　一般社団法人 日本旅行業協会正会員

〒700-0826 岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ビル1F
●旅行業務取扱管理者／高畑佳昌
■営業時間／9：30～18：00　■定休日／日曜・祝日

☎（086）201-1150

お申し込み・お問い合わせ先

湯原温泉（12：30着）⇒湯原体験メニューへ
参加⇒北房ホタル観賞バス⇒ 湯原温泉宿泊 
⇒（翌日）蒜山高原周遊バス⇒直通バス帰路

真庭観光周遊バスプラン
勝山（12：00着）⇒真庭観光周遊バス⇒
北房ホタル観賞バス⇒ 湯原温泉宿泊 ⇒
（翌日）蒜山高原周遊バス→直通バス帰路

北房ホタルの里満喫プラン
北房（11：15着）⇒フルーツ農園、神社
めぐりなど⇒ホタル観賞⇒ 北房宿泊 ⇒
（翌日）鍾乳洞、古墳など⇒直通バス帰路

【料金】 片道：1,500円 （大人・小人同額）
※4歳未満は無料（座席なし）
■定員40名（1日1台限定）
■最少催行人員／10名
■申込締切／出発日の3日前まで
■利用バス会社／岡山交通

100万年の歴史が育む幻想空間100万年の歴史が育む幻想空間

備中川／ゲンジボタル・ヘイケボタル乱舞（イメージ）



北房ホタルの里満喫プラン
「ホタル観賞＆心願成就パワースポットめぐり」

湯原温泉宿泊者限定1,000円プラン
湯原温泉での宿泊をより楽しんでいただけるメニューを用意いたしました。

勝山町並み保存地区 旅先案内人蒜山高原でサイクリング

勝山レンタサイクル勝山タクシープラン お得なレンタカープランまにわくん

北 房 湯 原

勝 山蒜 山

●直通バス降車バス停より乗り換え
勝山〈JR中国勝山駅〉（12:00発）̶ ̶̶勝山町並み保存地区〈観光＆昼
食〉（12:00～13:30）̶ ̶̶旧遷喬尋常小学校〈見学〉（13:45～14:30）̶ ̶
̶普門寺〈あじさい見学〉（15:00～15:40）̶ ̶道の駅醍醐の里〈休憩
＆買い物〉（16:00～16:15）̶ 〈̶高速道経由〉̶ ̶湯原温泉（17:00着）

お問い
合わせ先

真庭市北房振興局地域振興課
☎（0866）52-2111　〒716-1433 真庭市下呰部248

日 程 6月7日木～14日木、6月17日日

企 画 北房観光協会
ホームページ▷▷▷http://www.e-maniwa.net/hokubo/

料 金

行 程 夜のホタル観賞のほか、地域の神社や古墳な
ど歴史のあるパワースポットを巡り1泊2日で
ホタルの季節の北房を満喫できます。

※その他にもオプションメニューやサイクリングなど日中を
　楽しむ日帰りコースもあります。
　詳しくはホームページをチェック。

大人1泊 16,880円 （朝食1回、昼食2回、夕食1回）
（バス代、宿泊代、ガイド料、体験料、鍾乳洞見学料など込み）
※完全予約制　※最少催行人員／6名
※申込締切／出発日の5日前まで
※宿泊先は、なかつい陣屋です。部屋タイプ（洋室2名1室×3
　部屋、和室2名～8名×3部屋／お風呂・トイレ：共同）
※宿の変更や体験の有無、年齢などにより、料金が変更になり
　ます。ご相談ください。

岡山⇔真庭間 直通バスからの ☆真庭の楽しみ方☆

一般社団法人 真庭観光局

☎（0867）45-7111　Fax（0867）44-3002
〒717-0013 岡山県真庭市勝山654　　　岡山県知事登録旅行業地域-367号
ホームページ▷▷▷http://www.e-maniwa.net/

お申し込み
お問い合わせ先

北房ホタルうどん

備中鍾乳穴

主 催 湯原町旅館協同組合　☎（0867）62-3024
〒717-0402真庭市湯原温泉124　ホームページ▷▷▷http://www.yubara.com/

主 催 蒜山サイクリング部　〒717-0504真庭市蒜山下福田380（植木材木店内）
ホームページ▷▷▷https://hiruzen-cycling-guide.jimdo.com/ 主 催

特典内容

時刻表QRコード

勝山観光協会

主 催 一般社団法人 真庭観光局

日 程 通年 所要時間

内 容 おもてなしの心で城下町勝山をご案内します。
白壁の町並みで酒蔵や武家屋敷などお楽しみ
ください。
ガイド案内による散策は人気です。

1～2時間程度
料 金 一団体ガイド1名につき 3,000円

※完全予約制で、10日前まで予約可能です。

日 程
料 金

内 容

通年

JR中国勝山駅前を拠点に歴史・
文化あふれる街並み、旭川沿い
の景色を自転車から満喫いただ
けます。

3時間/1,000円
1日/2,000円

ご予約
お問い
合わせ先

有限会社フクモトタクシー ☎（0867）44-3175
〒717-0013 真庭市勝山412-7（JR中国勝山駅すぐそば）
ホームページ▷▷▷http://i-maniwa.com/area/fukumoto/

料金目安

目的地に連れて行ってほしい、バスで
行けない場所へ行きたい、そんなご要
望へお答えします。地元の情報通ドラ
イバーがあなたの旅をプロデュース！

片道 2,000円程度
利用例 JR中国勝山駅～神庭の滝（所要時間：10分程度）

勝山町並み保存地区

日 程 通年

内 容 季節ごとの蒜山の見どころをご案内。ご要望に合わせ
てプランをご提案します。ガイドなしの自転車レンタル
も対応します。

料 金 ガイドツアー大人3時間 4,000円～
※ガイドは完全予約制、お一人様からOK

サイクリング

※その他にも湯原温泉でお楽しみいただける各種メニューも
　ございます。お気軽にお問合せください。

お車での移動が便利な真庭。
レンタカーで真庭プランを
お楽しみください。

レンタカー割引
最大30％オフ
宿泊すると
QUOカード
プレゼント☞

真庭市コミニティバスの利用が
便利です。3幹線（北房⇔久世、
新庄⇔久世、蒜山⇔久世）運行し
ており、1幹線中、どこまで乗車
しても200円です。
時刻表に合わせて
自由に移動して
お楽しみください。

真庭観光周遊バス 行  

程

普門寺のあじさい旧遷喬尋常小学校ジャージー牛のハンバーグランチ

【完全予約制】

ほくぼうへいこう

ほたるサミット参加市町村による各地の取り組みなどを紹介。
ホタルが生息することのできる持続可能な地域づくりを目指します。

日 時 6月16日土 9:00～12:00
会 場 北房文化センター（真庭市上水田3131）
内 容

「2018ほたるサミットin真庭」

まにわへいこう

お電話、FAX、WEB予約のいずれかでお申込みください。ご
希望プラン、参加人数、代表の方＜氏名、年齢、住所、電話番号
（携帯番号）＞をお伝えください。
直通バス乗車のお客様以外のご予約も可能です。真庭の楽し
み方プランは豊富なメニューをご用意しています。お気軽に
お電話でお問合せください。

お申し込み
方法

湯原温泉街の飲食店や体験施設で使えるお得なチケットです。

料 金

内 容

1,000円（100円チケット10枚綴り）
✚湯めぐり券2枚 または レンタサイクルのいずれかをチョイス！

日 程
料 金

6月7日木～17日日 （申込締切／乗車日の前日）
1,000円 （2歳以上） ※席なし幼児無料
※最少催行人員／2名

行 程

湯原温泉街を堪能！ まちあるきチケット

蒜山高原周遊バス

湯原温泉発⇒ひるぜんジャージーランド⇒ひるぜんワイナ
リー⇒ヒルゼン高原センター⇒湯原温泉着

〈湯原温泉9：30発～13：20湯原温泉着予定〉

温泉薬師堂

露天風呂

手湯足湯

日 程

宿泊者限定 北房ホタル観賞バス

6月7日木～17日日 ※6/9土、6/16土除く
料 金

内 容 北房ホタルの里にて、約60分間、幻想的な
ホタルの乱舞をお楽しみいただきます。
※天候不良の場合運行中止となる場合があります。

1,000円 （2歳以上） ※席なし幼児無料
※最少催行人員／2名

☆申込方法／宿泊予約の際に各宿泊先にお申し込みください。

〈湯原温泉19:50発～22:00湯原温泉着予定〉

【岡山⇔真庭間 直通バス】 往路　11：15着／復路　15：45発
●直通バス降車バス停より乗り換え

【岡山⇔真庭間 直通バス】 往路　12：30着／復路　14：30発

【岡山⇔真庭間 直通バス】 往路　12：00着／復路　15：00発【岡山⇔真庭間 直通バス】 往路　13：00着／復路　14：00発

【期間】 6月7日木～17日日
【料金】 4,000円 ★昼食代込み

（大人・小人同額）
※4歳未満は無料（座席なし）
■定員40名（1日1台限定）
■最少催行人員／10名
■申込締切／出発日の3日前まで

※岡山⇔真庭間
　直通バスの料金は
　別途必要です。


