
プランNO

P38 道後温泉 ①道後プリンスホテル 道後温泉 ②道後舘

道後温泉 ③ホテル古湧園 遥 道後温泉 ④ホテルルナパーク

■宿泊日：10月2日～10月31日 ■宿泊日 10月1日～10月31日

■宿泊日 10月1日～10月31日
■宿泊日 10月1日～10月31日

●1泊2食（夕朝：宴会場
または食事処）

●和室（2名～4名利用）

夕食例（イメージ）

ハイクラス

※こども料金は大人の70％で、大人に準じたお食事及び寝具の使用となります。※5歳～小学生未満は
施設使用料として3,300円が別途必要です。（現地払い） ※入湯税150円が別途必要です。（現地払い）

※こども料金は大人の70％で、大人に準じたお食事及び寝具の使用となります。※1歳～小学生未満は
施設使用料として1,650円が別途必要です。（現地払い） ※入湯税150円が別途必要です。（現地払い）

●1泊2食
（夕朝：料亭または食事処）

●和室（2名～4名利用）

●和洋室
（2名～4名利用）

●1泊2食 ●1泊2食（夕朝：宴会場
または食事処）

●洋室（2名～3名利用）
和室（4名利用）

出発日

お支払い実額（おとな・お一人様）

4名一室 3名一室 2名一室

平 日
12,900円

★地域共通クーポン
3,000円付！

13,600円
★地域共通クーポン

3,000円付！

15,100円
★地域共通クーポン

3,000円付！

休前日
16,500円

★地域共通クーポン
4,000円付！

17,200円
★地域共通クーポン

4,000円付！

18,600円
★地域共通クーポン

4,000円付！

★2019年10月新規グランドオープン！★

夕食例（イメージ）

今ならお得に旅行を楽しめる！

道後温泉＆高知

プランNO

P41
プランNO

P40

◆お宿情報◆ ◆お宿情報◆

出発日

お支払い実額（おとな・お一人様）

4名一室 3名一室 2名一室

平 日 同一金額 7,900円 ★地域共通クーポン2000円付！

休前日

9,300円
★地域共通クーポン

2000円付！

10,800円
★地域共通クーポン

2000円付！

12,200円
★地域共通クーポン

3000円付！

●IN 15：00/OUT 10：00 ●IN 15：00/OUT 10：00

●IN 15：00/OUT 10：00

●IN 15：00/OUT 10：00

プランNO

P39

☆特典：駐車場代サービス
（通常500円込）

19,800円～28,600円 12,900円～18,600円
旅行代金（おとな・お一人様）

GoToトラベルキャンペーン給付金適用後

お支払い実額（おとな・お一様）

GoToトラベルキャンペーン給付金適用後

GoToトラベルキャンペーン給付金適用後

旅行代金（おとな・お一人様）

大浴場
リニューアルオープン！！

お支払い実額（おとな・お一様）

12,100円～18,700円 7,900円～12,200円

12,100円～16,500円 7,900円～10,800円

※こども料金は大人の70％で、大人に準じたお食事及び寝具の使用となります。
※入湯税150円が別途必要です。（現地払い）

※こども料金は大人の70％で、大人に準じたお食事及び寝具の使用となります。
※入湯税150円が別途必要です。（現地払い）

17,600円～27,500円 11,500円～17,900円

◆お宿情報◆◆お宿情報◆

※10/14（水）を除く

●マイカー駐車場代
550円/1台現地払い

夕食例（イメージ）

GoToトラベルキャンペーン給付金適用後

あわびの踊り焼き付のご夕食

旅行代金（おとな・お一人様） お支払い実額（おとな・お一様）

旅行代金（おとな・お一人様） お支払い実額（おとな・お一様）

夕食例（イメージ）

個人型マイカー宿泊プラン

※高知は一部高速バスセットプランです

出発日

お支払い実額（おとな・お一人様）

4名一室 3名一室 2名一室

平 日
11,500円

★地域共通クーポン
3,000円付！

12,200円
★地域共通クーポン

3,000円付！

14,300円
★地域共通クーポン

3,000円付！

休前日
14,300円

★地域共通クーポン
3,000円付！

15,800円
★地域共通クーポン

4,000円付！

17,900円
★地域共通クーポン

4,000円付！

出発日

お支払い実額（おとな・お一人様）

4名一室 3名一室 2名一室

平 日
同一金額 7,900円 ★地域共通クーポン2000円付！

休前日
同一金額 10,800円 ★地域共通クーポン2000円付！

GoToトラベル事業支援対象

●この旅行はGoToトラベル事業支援対象です。ただし、東京在住の方はご利用対象外です。（2020年9月10日現在）
●支援金の受領について：国からの支援金はお客様お客様に対して支給されますが、当社およびGoToトラベル事務局は、給付金

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、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払
いいただくこととなります。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、当社および
GoToトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。
●10月1日以降弊社が定める日以降にご出発の旅行に関しては、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。
（2020年9月10日現在） ※給付金および地域共通クーポンの適用枠は予算に限りがございます。

（ポイント20P） （ポイント30P）

（ポイント30P） （ポイント20P）



P37

道後温泉 ⑤ 別邸 朧月夜

出発日
お支払い実額（おとな・お一人様）

4名一室 3名一室 2名一室

上記日程すべて 22,900円 25,800円 32,200円

地域共通クーポン 5,000円 6,000円 6,000円

ラグジュアリー
ホ テ ル

ANA岡山地区総代理店

両備バスフレンズパック
予約センター

■西大寺 (086)943-3810
■岡 山 (086)271-3366
■玉 野 (0863)32-2511
■県庁通り(086)222-3050

■倉 敷(086)422-2700
■J  F  E(086)448-6777
■玉 島(086)525-1220

■両備ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山
(086)803-6511
■両備ﾄﾗﾍﾞﾙｻﾛﾝ津山
(0868)22-6187

高知 ⑦四万十の宿

出発日 旅行代金 国からの給付金 お支払い実額 地域共通
クーポン

平日 17,600円 6,100円 11,500円 3,000円

休前日 19,800円 6,900円 12,900円 3,000円

プランNO

P42

プランNO

P43
プランNO

P44

17,600円～19,800円 11,500円～12,900円

23,100円～33,000円 10,100円～16,500円

35,200円～46,200円 22,900円～32,200円

GoToトラベルキャンペーン給付金＆高知県からの助成金適用後

GoToトラベルキャンペーン給付金適用後

国内旅行条件（要約）

お申し込みいただく前に当「旅行条件（要約）」と各コース毎の旅行条件及び 別途お渡しする「旅行取
引条件説明書」を必ずお読みください。この旅行は、両備ホールディングス株式会社（以下当社といいま
す）の募集型企画旅行です。以下記載のない事項は当社企画旅行（募集旅行の部）約款によります。
●旅行代金に含まれるもの／宿泊費、宿泊施設ごとに記載のある食事代及び消費税諸税等が含まれて
おります。
●お客様による旅行契約の解除/お客様はいつでも下記の取消料を支払って、 旅行契約を解除するこ
とができます。

●最少催行人員 最少催行人員は2名です。ただし出発保証日であっても７日前の時点で予約が無い
場合は催行を取りやめる場合がございますので、ご予約はお早めにお願いいたします。

旅行申込の際の個人情報について

（ア）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の
連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等
（主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されています。）の提供するサービスの手
配及びそれらのサービスの受領のための手続（以下「手配等」といいます。）に必要な範囲内で利用させ
ていただきます。※このほか、当社では、将来、よりよい商品の開発のため、当社の商品のご案内をお客様
にお届けするために、下記の目的で個人情報を利用させて頂くことがございます。［1当社及びグループ会
社の商品やサービス、キャンペーンのご案内。 2旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。 3アン
ケートのお願い。 4統計資料の作成］ （イ）個人データの第三者への提供／当社は、お申込みいただ
いた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名他等をあらかじめ提
供する場合がございます。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お客様がご旅行の前後で新型
コロナウイルスに感染されたことが判明した場合又は同じ旅行サービスをご利用されている他のお客様が新
型コロナウイルスに感染されたことが判明した場合、個人情報を保険所等に提出することがございます。

取消日
及び
変更日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって下記に当る日 旅行開始日の
旅行
開始後

15日前まで 14～8日前 7～2日前 前日 当日

無料 10% 20% 40% 50% 100%

お申込み・お問い合わせ

旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく各店の取扱管理者におたずねください。

観光庁長官登録旅行業第1414号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

両備バスフレンズパック
企画・実施／両備ホールディングス株式会社 〒700-0902 岡山市北区錦町7-23

☎ (086) 226-1515
営業時間／月～土 9:30～18:00 日・祝 9:30～17:00

■宿泊日：10月1（木）、8（木）、12（月）、21（水）、25（日）、26（月）、29（木）、30（金）

※入湯税150円が別途必要です。（現地払い）

※こども代金は一律7,200円で、大人に準じたお食事及び寝具の使用となります。
※入湯税150円が別途必要です。（現地払い）※こども代金は大人の70％で、大人に準じたお食事及び寝具の使用となります。※3歳～小学生未満は施設使用料として

2,200円が別途必要です。（現地払い）

※小学生以下のお子様は宿泊できません。

日本の名湯・道後温泉にひっそりと佇む隠れ宿

客室は全て露天風呂付きのスイートタイプ。
贅沢な洗練された空間で暮らすように過ごす・・・
ゆとりの休日をお愉しみください。

旅行代金（おとな・お一人様） お支払い実額（おとな・お一様）

◆お宿情報◆
●1泊2食
（夕朝：和食・個室食事処）
●露天風呂付和洋室
（2名～4名利用）

●IN14：00/OUT11：00

旅行代金（おとな・お一人様）

お支払い実額（おとな・お一様）旅行代金（おとな・お一人様）

お支払い実額（おとな・お一様）

◆お宿情報◆
●1泊2食（夕朝：レストランまた宴会場）

●IN15：00/OUT10：00

●和室（3名～5名利用）、
和室または洋室（2名利用）

■旅程

1 岡山駅西口（7：10～8：20発）―（高速バス）―JR高知駅―＜各自負担にて移動＞―高知市内（泊）
食事：― ― 夕

2 出発までフリータイムｰ＜各自負担にて移動＞―JR高知駅―（高速バス）―岡山駅西口（14：00～21：40頃）
食事：朝 ― ―

高知高速バスセットプラン
ハイクラス

■宿泊日 10月1日～10月31日
※10/9（金）・10（土）・15（木）・19（月）・23（金）・27（火）、31（土）を除く

◆お宿情報◆
●1泊2食（夕朝：食事処）

●洋室（2名～3名利用）
●IN15：00/OUT10：00

出発日 旅行代金
（高速バス+ホテル）

国からの
給付金

高知県から
の助成金

お支払い実
額

地域共通クー
ポン

3～5名利用

10月平日
23,100円 8,000円 5,000円 10,100円 3,000円

2名利用

10月平日
24,200円 8,400円 5,000円 10,800円 4,000円

3～5名利用
10月休前日

31,900円 11,100円 5,000円 15,800円 5,000円

2名利用
10月休前日

33,000円 11,500円 5,000円 16,500円 5,000円

GoToトラベルキャンペーン給付金適用後

夕食イメージ ※大皿（皿鉢料理）は
4人盛のイメージです。

高速バス往復 + ホテル1泊（1泊2食付）

⑥城西館
本商品は、高知観光リカバリーキャンペーン事業により、5,000円割引されています

（ポイント50P）

（ポイント30P）
（ポイント30P）

■宿泊日 10月1日～10月31日


