
 

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。 

このたび弊社では、「観光で神奈川県を元気に！」第 2 弾として日帰りバスツア

ーを企画致しました。 

各コースにおいて「Go To トラベル」事業の適用に加え、神奈川県内の一部コース

※では神奈川県民の方限定の「かながわ県民割」も適用となりさらにお得にお楽し

みいただけます。 

引き続き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。 

 

ご参加にあたりましては下記 URLより「Go To トラベル事業をご利用いただく

皆様へ」をご一読いただき、ご旅行時には「新しい旅のエチケット」をお守りいただ

きますよう、お願い致します。また、かながわ県民割につきましても詳細を下記

URLよりご確認くださいませ。 

 

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。 

 

Go To トラベル事業の概要（観光庁：外部サイトに遷移します）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001358665.pdf 

Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項（観光庁：外部サイトに遷移します）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001357063.pdf 

 

かながわ県民割「地元かながわ再発見」 ※対象は２コースのみ 

https://www.dhe.co.jp/kanagawa-kenminwari/ 

 

※「新旧ツインライナー乗り比べ＆バス撮影会」ツアーは神奈川県内が行先ですが、「かながわ

県民割」の対象コースではございませんので、ご了承くださいませ。 

主催バスツアー第 2弾のご案内 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001358665.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001357063.pdf
https://www.dhe.co.jp/kanagawa-kenminwari/


項目 金額

旅行代金 (A) 14,200円

Go To トラベル事業 旅行代金への支援額 (B) 4,900円

かながわ県民割 (C) 5,000円

お支払い実額 (A)-（B＋C） 4,300円

Go To トラベル事業 地域共通クーポン(金券） 2,000円

6,800円
お支払い実額（おひとり様 ※大人・こども共）

【かながわ県民割とは】（表面2コースのみ適用）
新型コロナウイルス感染症により、落ち込んだ旅行需要の早期回復と神奈川県民が
地元・神奈川県の魅力を再発見する契機を提供することを目的に、神奈川県が予算
の範囲内でその代金を割引く制度です。神奈川県出発ツアーを対象に県内宿泊や周
遊を促す「かながわ県民割」を展開し、県内への誘客を図るとともに、県内各地の
魅力の再発見につながるコースです。※支援金の予算が消化され次第終了となりま
す。※旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは、割引前の旅行代金を基
準として当社所定の取消料を申し受けます。

観光で神奈川県を元気に‼第2弾発表‼

【GoToトラベル事業とは】（3コース共通）
１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
２．旅行代金からGoToTravel事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額と

なります。別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
３．支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。

当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅
行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。な
お、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様
は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。

次ページにはGO TOトラベルを利用した都内日帰りコースあります。※かながわ県民割は適用しません。

かながわ県民割

お申込み・お問い合わせは次ページをご覧ください

神奈川県紅葉名所めぐりの決定版‼

大雄山最乗寺と大山の紅葉ライトアップ

4,300円
お支払い実額（おひとり様 ※大人・こども共）

各地（8時～9時30分頃）－大雄山最乗寺（参拝）－
道の駅 足柄・金太郎のふるさと（お買い物）－
グランドホテル神奈中 秦野（遅めの中華料理の昼食）
－宝城坊 日向薬師（見学）－大山 阿夫利神社
（ケーブルカー乗車、紅葉のライトアップ観賞）－
各地（19時30分～20時30分頃）

行程

■最少人員:20名様 ■添乗員：同行します。バスガイドが同行します。
■食事：昼食1回付 ■利用交通機関:神奈中観光バス

～今人気の文明堂工場も～

中華街の名店“重慶飯店新館”で豪華ランチと
ハマのアメ横“洪福寺松原商店街“散策

出発日：11月26日（木）・28日（土）

集合場所 時間

藤沢駅北口みずほ証券前 8時

平塚駅北口NTT前 8時40分

本厚木駅南口伊藤ビル前 9時20分

■集合場所・時間

項目 金額

旅行代金 (A) 15,000円

Go To トラベル事業 旅行代金への支援額 (B) 5,200円

かながわ県民割 (C) 3,000円

お支払い実額 (A)-（B＋C） 6,800円

Go To トラベル事業 地域共通クーポン(金券） 2,000円

行程

出発日：12月12日（土）・15日（火）

各地（7時30分～9時頃）－文明堂工場（お買い物）－
重慶飯店 新館（中華料理の昼食）－横浜中華街
（散策）－洪福寺松原商店街（散策、お買い物）－
各地（17時30分～19時頃）

行程

■集合場所・時間

集合場所 時間

本厚木駅南口伊藤ビル前 7時30分

平塚駅北口NTT前 8時10分

藤沢駅北口みずほ証券前 9時

★スペシャルランチコース★

北京ダック、大海老のマヨ
ネーズ和え、蟹肉入りふかひ
れスープなど重慶飯店ならで
はの中華料理に舌づつみ

洪福寺松原商店街
(イメージ)大山寺(イメージ)

★大山のライトアップ★

阿夫利神社より市内を眺望

中華料理の昼食(イメージ）

割引適用日帰り2コース

(イメージ)

(イメージ) (イメージ)

(イメージ) (イメージ)

①バンバンジー ②春巻き
③牛肉とピーマンの細切り炒め
④海老のチリソース煮
⑤季節野菜のカキ油炒め
⑥炒飯
⑦スープ
⑧杏仁豆腐など



2020年10月1日

◆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。※換気機能が付いたバスがない島嶼部の場合を除きます
◆お食事会場では、グループ様毎のお座席間隔を十分に確保いたします
◆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
※尚、ご参加のお客様へはツアー中のマスク着用のご協力をお願いしております。

ツアー催行にあたり（3コース共通）

★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、各コース20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。

ご
案
内

GoToトラベル事業支援対象

都電荒川線 貸切列車乗車と隅田川“貸切屋形船”
下町情緒あふれる“三ノ輪橋商店街”散策

～紅葉の名所・向島百花園も！～

出発日限定‼12月3日（木）

各地（10時45分～12時頃）－荒川車庫前～
【都電貸切列車】～三ノ輪橋駅－三ノ輪商店街
(散策）－向島百花園（散策）－隅田川貸切屋形
船(船内で豪華なご夕食を堪能 ※浅草吾妻橋から
お台場まで乗船）－各地（20時45分～22時頃）

■最少人員:20名様
■添乗員：同行します。バスガイドが同行します。
■食事：夕食1回付
（昼食をお済ませの上、ご集合ください）

■利用交通機関:神奈中観光バス

海の幸の中から厳選に吟味し
た素材をふんだんに使用した
海鮮料理。贅沢な刺身舟盛り
付きのスペシャルコース。

16,800円
お支払い実額（おひとり様 ※大人・こども共）

項目 金額

旅行代金 (A) 23,800円

Go To トラベル事業 旅行代金への支援額 (B) 7,000円

お支払い実額 (A-B) 16,800円

Go To トラベル事業 地域共通クーポン(金券） 3,000円

■旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり）

集合場所 時間

藤沢駅北口みずほ証券前 10時45分

平塚駅北口NTT前 11時20分

本厚木駅南口伊藤ビル前 12時

■集合場所・時間

(イメージ)

ジョイフル三の輪商店街（イメージ)

屋形船(イメージ)

(イメージ)

行程



年 月 日 （ 歳） 男 女

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。

神奈中観光がお送りする“日帰りツアー“

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。

フリガナ

お名前

電
話
番
号

電話 － －

Fax － －

携帯 － －

生年月日

ご住所

〒 －

予約人数 名 内訳（大人 名/小人 名/幼児 名）

ご同行者
氏名等
記入欄

お名前
（カタカナ）

性
別

ご年齢 ご住所 ご連絡先

代表者

御希望日 2020年 月 日(       )

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 大雄山最乗寺と大山の紅葉ライトアップ □

❷ 重慶飯店新館で豪華ランチと洪福寺松原商店街 □

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本厚木 ②平塚 ③藤沢

❸ 都電荒川線貸切乗車と隅田川貸切屋形船 □

申込媒体


