
工場見学 ＆ ユニークな赤猫社へのお参りの後は、伊勢海老料理を満喫！ 臼杵〜佐伯を巡るコースです！

解除時期など
旅行開始日
の前日から
さかのぼって
旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後又は無連絡不参加
お客様の都合でサービスの一部を利用しなかった場合又は旅行日程の途中
から参加・離団した場合の払い戻しは、一切いたしません。

11日目に当たる前日以前
10日目に当たる日以降８日目に当たる日まで
７日目にあたる日以降２日目に当たる日まで

取消料（違約料）
無料

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％

※旅行当日の緊急連絡先 090-3197-8094

旅行業務取扱管理者　山ノ内 敏

大分県知事登録旅行業第2-151

〒874 -0833 別府市大字鶴見3825番地の１
TEL 0977-75-6075　FAX 0977-22-4181

亀の井バス（株）営業部 旅行センター

（土曜日・日曜日・祝日はお休みです）
受付時間  平 日 9：00〜17：00 まで

http://www.kamenoibus.com
ツアーの詳細はHPからもご覧になれます！ 亀の井バス
右記の旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約
に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

年末グルメツアー年末グルメツアー

別府交通センター（8：40出発）〜別府（8：50北浜バスセンター出発）〜 大分駅（9：20

要町貸切バス駐車場出発）〜フンドーキンドレッシング工場〜「寅さん」ゆかりの地・福良
天満宮（招福の赤猫）〜 佐伯（昼：鶴見海望パークで伊勢海老料理）〜さいき海の
市場○（お買い物）〜大分駅（16：30頃）〜別府（北浜トキハ前17：00）〜別府交通センター（17：10）

行  程

★バスガイドがご案内★

来たる年を
良い年にするために・・

臼杵から佐伯へ
人気スポットを巡る

ツアーです！

貸切バス安全性
評価認定事業者

バスで出かけよう！

バスの旅バスの旅
発車オーライ 
Presents宣伝部長かめたん 一押し！

昼食付
日 帰 り 篇

2022冬号
か
め
た
ん

TEL 0977-75-6075
ご予約
お問合せ

マークの
ご説明

※最少催行人員25名　
※催行人員により中型
　バスの運行になる
　場合がございます。

バス車内の消毒作業

車内換気による除菌 食事施設へのご協力要請

観光地（施設）での密集防止策

バス乗車時の手指消毒と体温チェックの実施

光触媒による抗ウィルス・抗菌コーティング済

実施しているコロナ対策

お客様 と の
お約束 ！

●お客様のバスご乗車人員は最大35名まで
●ご参加者の旅行中のマスク着用のお願い

マスクの着用を
お願いします

〈募集型企画旅行契約〉
①この旅行は亀の井バス株式会社（大分県知事登録旅行業2-151号以下「当社」
という）が企画・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。また、契約の内容・条件は募集
広告（パンフレットなど）に記載されている条件のほか、当社の「旅行業約款
（募集型企画旅行契約の部）」によります。
②旅行契約の解除
旅行契約成立の後、お客様のご都合で旅行を解除される場合には、旅行代金に対
しておひとりにつき次に定める取消料を申し受けます。
③最少催行人数の25名に達しない場合、旅行を中止することがあります。
その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より
前までに連絡し、お申込金、旅行代金の全額をお返しいたします。
④この旅行は添乗員は同行いたしません。お世話係がお供いたします。なお、
旅程管理業務を行う当社の連絡先は、【亀の井バス営業部旅行センター 
090-3197-8094】です。

県交通機関活用誘客事業交通 全国旅行支援給付金支援

旅行当日のみ契約店にてお土産や飲食にご利用
いただけます

満喫クーポン

税込・食事代（昼1回）付き
旅行代金

13,000円

お一人様 旅行代金

  6,000円

➡お支払実額 お客様が支払う代金

交通 △3,000円
△4,000円支援

満喫クーポン3,000円分付き

全3回
2022年
12月   7日水
12月   13日火
12月   14日水

出発日

昼食は
伊勢海老

料理

★福良天満宮★
学問の神様である菅原道真を主祭神
に、学業上達、厄除け失物探出、心願
成就のご神徳がある神社です。境内
には「赤猫社」があり、ご利益は「何
か良いことがある」です。知る人ぞ知る
猫好きに大人気のスポットです。

伊勢海老料理は、お刺身、焼き物、
味噌汁で味わえます

会場は総ガラス張りの展望レストランですが、
イス（座イス）に限りがあります

鶴見海望パーク
伊勢海老料理

★★

伊勢海老料理と招福の赤猫の神社！伊勢海老料理と招福の赤猫の神社！

生醤油と手作業でカットされた野菜で
つくる独自の味わいをルールを厳守して
つくられたドレッシングです。

フンドーキン
ドレッシング工場★ ★

工
場
見
学
！

伊勢海老
づくし！

ご注 意 全国旅行支援の適用を受けるには、
ワクチン・検査パッケージ制度の適用が条件となります。

・条件を満たせなかった場合は、給付金の支給とクーポンの受け取りができません。
・3回以上のワクチン接種証明又は、各陰性証明書とご本人様が確認できる物（免許証・
  保険証・マイナカード等）のご提示と感染対策についての同意確認書の提出が必要です。
・詳しくは、受付の際にご確認ください。



バスの旅バスの旅
発車オーライ 

番外編

行  程 大分駅（8：00要町貸切バス駐車場出発）〜別府北浜（8：30トキハ前出発）〜別府交通センター

（8：40出発）〜THE OUTLETS KITAKYUSHU（ショッピング・フードコート等で各自昼食・
スペースLABO見学）〜別府交通センター（17：20）〜別府（北浜バスセンター17：30）〜大分駅（18：00頃）

出発日

※最少催行人員 20名
※催行人員により中型バスの運行に
　なる場合がございます。

全2回
12月19日月
12月20日火

北九州アウトレットシャトル北九州アウトレットシャトル

旅行代金

貸切バス安全性
評価認定事業者

大分県知事登録旅行業第2 -151

※旅行当日の緊急連絡先 090-3197-8094TEL 0977-75-6075

解除時期など

旅行開始日の
前日からさかのぼって
旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後又は無連絡不参加
お客様の都合でサービスの一部を利用しなかった場合又は旅行日程の途中から
参加・離団した場合の払い戻しは、一切いたしません。

11日目に当たる前日以前
10日目に当たる日以降８日目に当たる日まで
７日目にあたる日以降２日目に当たる日まで

取消料（違約料）
無料

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％

〈募集型企画旅行契約〉
①この旅行は亀の井バス株式会社（大分県知事登録旅行業2-151号以下
　「当社」という）が企画・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。また、
　契約の内容・条件は募集広告（パンフレットなど）に記載されている条
　件のほか、当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。
②旅行契約の解除
　旅行契約成立の後、お客様のご都合で旅行を解除される場合には、旅行
　代金に対しておひとりにつき次に定める取消料を申し受けます。

③最少催行人数の20名に達しない場合、旅行
　を中止することがあります。その場合、旅行
　開始日の前日から起算してさかのぼって3日目
　にあたる日より前までに連絡し、お申込金、旅行
　代金の全額をお返しいたします。
④この旅行は添乗員は同行いたしません。お世
　話係がお供いたします。なお、旅程管理業務
　を行う当社の連絡先は、【亀の井バス営業部旅
　行センター 090-3197-8094】です。

（土曜日・日曜日・祝日はお休みです）
受付時間  平 日 9：00〜17：00 まで

バス車内の消毒作業

車内換気による除菌 食事施設へのご協力要請

観光地（施設）での密集防止策

バス乗車時の手指消毒と体温チェックの実施

光触媒による抗ウィルス・抗菌コーティング済

実施しているコロナ対策

お客様 と の
お約束 ！

●お客様のバスご乗車人員は最大35名まで
●ご参加者の旅行中のマスク着用のお願い

マスクの着用を
お願いします

イオンモールが、2022年4月28日に
北九州のスペースワールド跡地にオープンした

「THE OUTLETS （ジ アウトレット）業態の２号店です。
出店店舗数は約170店で、買物の他にも

フードコートで福岡・北九州ならではの「グルメ」も味わえる、
心から満足できるアウトレットショッピング施設です。

★THE OUTLETS KITAKYUSHU★今年のショッピング納めに

いかがですか？！

2022冬号

ガイドは同行いたしません。

お世話係のみの
同行となります。

★ご注意★

旅行業務取扱管理者　山ノ内 敏

大分県知事登録旅行業第2 -151

〒874 - 0833 別府市大字鶴見3825番地の１
TEL 0977-75-6075　FAX 0977-22-4181

亀の井バス（株）営業部 旅行センターご予約・お問合せは
こちらから

右記の旅行業務取扱管理者
とは、お客様の旅行を取り扱
う営業所での取引きの責任
者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご
不明の点がありましたら、ご
遠慮なく旅行業務取扱管理
者にご質問下さい。

バスガイド無・お弁当付き

6,800円お一人様 旅行代金

  4,080円➡お支払実額 お客様が支払う代金

△2,720円全国旅行支援給付金

地域クーポン3,000円分付き

かしわめし弁当の
お土産付！

ご注意

※旅行当日のみTHE OUTLETS KITAKYUSHU内（一部店舗を除く）と
　イオンモール八幡東店にてご利用いただけます。

※お弁当はお帰りの際にお渡しします。

2022年
全国旅行支援の適用を受けるには、
ワクチン・検査パッケージ制度の適用
が条件となります。
・条件を満たせなかった場合は、給付金の支給
　とクーポンの受け取りができません。

・3回以上のワクチン接種証明又は、各陰性
　証明書とご本人様が確認できる物（免許証・
　保険証・マイナカード等）のご提示と感染対策
　についての同意確認書の提出が必要です。

・詳しくは、受付の際にご確認ください。

北九州の
折尾駅で

人気の駅弁！

税込・お弁当のお土産付き



行  程
大分駅（8：00要町貸切バス駐車場出発）〜別府（8：30北浜トキハ前出発）〜別府交通センター

（8：40出発）〜コストコ北九州倉庫店（ショッピング・フードコート等で各自昼食）〜別府交通
センター（17：20）〜別府（北浜バスセンター17：30）〜大分駅（18：00頃）

出発日

※最少催行人員20名
※催行人員により中型
　バスの運行になる
　場合がございます。

バスガイド・昼食無
コストコシャトルコストコシャトル
月に一度のお楽しみ ！月に一度のお楽しみ ！

あらゆる種類の食料雑貨や
電化製品などをまとめ売りする

会員制倉庫型店でショッピングを
お楽しみください。

一日入店体験・5,000円分
プリペイドカード付き

★コストコ北九州倉庫店★

5,000円分の
プリペイドカード付きで、
コストコビギナーに
おすすめのツアーです！

10,400円お一人様

税込・コストコでお買い物ができる
5,000円分プリペイドカード付き

旅行代金

貸切バス安全性
評価認定事業者

※旅行当日の緊急連絡先 090-3197-8094TEL 0977-75-6075

解除時期など

旅行開始日の
前日からさかのぼって
旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後又は無連絡不参加
お客様の都合でサービスの一部を利用しなかった場合又は旅行日程の途中から
参加・離団した場合の払い戻しは、一切いたしません。

11日目に当たる前日以前
10日目に当たる日以降８日目に当たる日まで
７日目にあたる日以降２日目に当たる日まで

取消料（違約料）
無料

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％

〈募集型企画旅行契約〉
①この旅行は亀の井バス株式会社（大分県知事登録旅行業2-151号以下
　「当社」という）が企画・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。また、
　契約の内容・条件は募集広告（パンフレットなど）に記載されている条
　件のほか、当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。
②旅行契約の解除
　旅行契約成立の後、お客様のご都合で旅行を解除される場合には、旅行
　代金に対しておひとりにつき次に定める取消料を申し受けます。

③最少催行人数の20名に達しない場合、旅行
　を中止することがあります。その場合、旅行
　開始日の前日から起算してさかのぼって3日目
　にあたる日より前までに連絡し、お申込金、旅行
　代金の全額をお返しいたします。
④この旅行は添乗員は同行いたしません。お世
　話係がお供いたします。なお、旅程管理業務
　を行う当社の連絡先は、【亀の井バス営業部旅
　行センター 090-3197-8094】です。

（土曜日・日曜日・祝日はお休みです）
受付時間  平 日 9：00〜17：00 まで

コストコ通に
なりましょう♪

ガイドは同行いたしません。

お世話係のみの
同行となります。

★ご注意★

  ラ

ンチ
情報！

コストコから約300m
徒歩４分の所に

「食処さんぞくやひびきの店」
があるよ

バス車内の消毒作業 車内換気による除菌 食事施設へのご協力要請

観光地（施設）での密集防止策バス乗車時の手指消毒と体温チェックの実施

実施しているコロナ対策

お客様 と の
お約束 ！

●お客様のバスご乗車人員は最大35名まで
●ご参加者の旅行中のマスク着用のお願い

マスクの着用を
お願いします

バスの旅バスの旅
発車オーライ 

番外編2022冬号

旅行業務取扱管理者　山ノ内 敏

大分県知事登録旅行業第2 -151

〒874 - 0833 別府市大字鶴見3825番地の１
TEL 0977-75-6075　FAX 0977-22-4181

亀の井バス（株）営業部 旅行センターご予約・お問合せは
こちらから

右記の旅行業務取扱管理者
とは、お客様の旅行を取り扱
う営業所での取引きの責任
者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご
不明の点がありましたら、ご
遠慮なく旅行業務取扱管理
者にご質問下さい。

12月9日金
  2月3日金2023年

2022年

2023年  4月7日金
全3回

昼食は
フードコート等

で各自


