
〈お問合せ＆お申込みは〉

旅行主催・企画 豊鉄観光サービス㈱ 田原旅行センター
愛知県田原市神戸町後申14-1

ＴＥＬ0531-23-3121/FAX0531-23-3055

gaki＠toyotetsukanko.com

(日本旅行業協会会員･旅行業公正取引協議会会員愛知県知事登録旅行業第2-1322号)

総合旅行業務取扱管理者 稲垣武保

「日本一の花の生産地から

日本一、花を贈るまちへ」

を目指す田原市ならではの

お花のプレゼントも

あるキャイ

平成３０年２月２８日(水)日帰り

「イチゴ･やさい･菜の花 ３つの"狩り"コース」
豊橋発着 お一人様 ＠５，２６０円

㊟東三河の方

限定

平成３０年３月３日(土)日帰り

「まち歩き＆ハーバリウム体験コース」
浜松発着 お一人様 ＠７，９６０円

㊟浜松の方

限定

渥美半島はココきゃべ☆

ぜひあそびに来てきゃべ☆

詳しくは裏面をご覧ください。

平成３０年２月２６日(月)日帰り

「農業体験＆野菜ソムリエの簡単野菜料理試食コース」
名古屋発着 お一人様 ＠５，２８０円

㊟名古屋の方

限定

〈お問合せは〉

田原市地域雇用創造協議会
愛知県田原市赤羽根町赤土１番地

赤羽根市民センター内２階

TEL/FAX 0531-36-4184

taharakoyou@tees.jp
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　【渥美半島　日帰り体験型モニターツアーお申込みについて】
※すべてのツアーにおいて、ツアー参加中、アンケートにご協力いただきます。ご了承ください。
①　ツアーの内容をご確認の上、専用の申込書(ファックス)でお申込みください。
②　各コース、出発日の５日程前までに出発催行又お支払いの関係のご連絡を致します。

★ツアー要項★

集合・解散場所

最 少 催 行 人 数
申し込み締切り

持 ち 物
名古屋駅新幹線口  噴水前（７:１０までにご集合ください。）
長靴・軍手・帽子・飲み物・着替え(場合により)・雨具(天候により)

平成３０年２月２０日(火)
10名様(最大で20名様)

(※ 農作業体験の為、動きやすく汚れてもよい恰好が望ましいです。)

集合・解散場所 浜松アクトシティ南側貸切バス乗場（８:２０までにご集合ください。）

豊橋駅前｢豊橋信用金庫お客様相談所｣（９:００までにご集合ください。）
持 ち 物 軍手、飲み物、雨具(天候により)

そ の 他

（※農作業体験が含まれる為、動きやすく汚れてもよい服装・靴が望ましいです。）

持 ち 物 飲み物・雨具(天候により)

◎農作業体験は、3箇所の農家(ブロッコリー、キャベツ、春菊)に分かれます。
　(※体験先は、こちらで決めさせていただきます。)
◎生育状況により、野菜の種類が変更される場合があります。
◎ベジエール渥美とは、｢ベジタブル＝野菜・果物」＋｢エール＝応援｣＋「渥美半島」
　田原市の農産物の魅力を発信する応援隊として、平成26年4月に発足した
　野菜ソムリエ以上の有資格者で構成された団体です。

そ の 他

集合・解散場所

・取消料について…10日～8日前20％・7日～2日前30％･前日40％・当日50％無連絡不参加100％
・各コース添乗員は同行しませんが、バスガイド・各地のスタッフ等でご対応いたします。
・2/26(月)＆28(水)は、豊鉄観光バス㈱、3/3(土)は、遠州鉄道(株)の中型観光バス運行いたします。

申し込み締切り 平成３０年２月２２日(水)
最 少 催 行 人 数 10名様(最大で20名様)

※「野菜狩り」は雨天時別メニューとなります。

申し込み締切り 平成３０年２月２２日(木)
最 少 催 行 人 数 10名様(最大で20名様)

２月２８日（水）

★東三河の方限定モニターツアー参加費 ＠５，２６０円(大･小同額)

豊橋駅前(豊信お客様相談所)（9:10発）－大久保町「ほんだびれっじ」(いちご狩り)－

野田町内(野菜狩り)－サンテパルク田原(地元の特産品・旬の食材を使ったバイキング昼食)－

伊良湖菜の花ガーデン(菜の花狩り:入場実費)－伊良湖岬(ボランティアガイドによる

案内のもと恋路ヶ浜や伊良湖岬灯台見学)－ 蔵王山(頂上よりパノラマ展望)－豊橋駅前（18:00頃）
※天候･交通･その他の理由によりコース変更をする場合がありますのでご了承ください。

２月２６日（月）

★名古屋の方限定モニターツアー参加費 ＠５，２８０円(大･小同額)

名古屋駅新幹線口(7:20発)－(湾岸･東名)＝音羽IC－渥美半島農業収穫体験－

サンテパルク田原(地元の特産物・旬の食材を使ったバイキング昼食と買い物

…ベジエール渥美と交流)－音羽IC＝(東名･湾岸)－

名古屋駅新幹線口(18:45頃)
※天候･交通･その他の理由によりコース変更をする場合がありますのでご了承ください。

３月３日（土）

★浜松の方限定モニターツアー参加費 ＠７，９６０円(大･小同額)

浜松駅前（8:30発）－ 高校生ボランティアガイドによる福江町歩きをお楽しみいただきます…

昭和元年創業の純日本旅館で映画つり〇か日誌２の舞台となった和味の宿「角上楼」で昼食－

伊良湖岬(恋路ヶ浜･灯台等自由見学)－伊良湖菜の花ガーデン(菜の花見物:入場実費)－

赤羽根ロコステーション(ハーバリウム体験とショッピング)－浜松駅前(18:30頃）
※天候･交通･その他の理由によりコース変更をする場合がありますのでご了承ください。

私たちの新鮮野菜を

使った、簡単おいしい料

理を野菜ソムリエさんが

おしえてくれるよ。

手づくりのジャムにスムージーもあ

る、かわいいイチゴ農園です。

菜の花と河津桜が同時に見られる

のは、この時期だけ！（生育状況

によります）



ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

〒

第１弾 ㊟名古屋地区

2月26日(月) 限定

第２弾 ㊟東三河地区

2月28日(水) 限定

第３弾 ㊟浜松地区

3月3日(土) 限定

　　　　　　キャベツ・大あさり・メロン・いちご・菜の花・サーフィン・その他(　　　　　　　　　　　)

下記アンケートにご協力をお願いいたします。

ブログ・フェイスブック・ツイッター・インスタグラム・ミクシィ・その他(　　　　　　　　)
　　(〇で囲んでください。複数回答可)

テレビ・新聞・協議会HP・豊鉄観光ＨＰ・チラシ・友人知人・その他(　　　　　　　　　　)

　■ツアー参加後、どのように田原市の魅力を発信していただけますか・・・

　■応募の動機・・・

　■「渥美半島」といえばコレ！　思い浮かぶものは・・・

　■このツアーは、どのように知りましたか・・・

　■日頃ご使用のＳＮＳは・・・

　　(〇で囲んでください。複数回答可)

　　(〇で囲んでください。複数回答可)

希望コース番号に〇をつけてください。

(代表者のみ)
住所

　　　　　　伊良湖・恋路ヶ浜・蔵王山展望台・日出の石門・田原城・渡辺崋山・電照菊・どんぶり街道

渥美半島　日帰り体験型モニターツアー申込書

申　込　者　情　報

氏名① 性別 年齢
才

　㊟４．定員を超えるお申し込みがあった場合は、選考させていただくことがあります。ご了承ください。

　㊟２．お申込みは、1コースにつき１枚でお願い致します。

　㊟１．お申込みは、1名様につき1枚でお願い致します。(複数の場合は㊟３参照)

氏名④

裏面「旅行条件書」をご確認いただき、下記に必要事項をご記入の上、
0531-23-3055へファックスしてください。

(大･小同額)

(大･小同額)

(大･小同額)

コース

コース
5,260円

地元の花を使ったハーバリウム体験

イチゴ＆やさい＆菜の花  狩りとランチバイキング

　　　　　-　　　　　　　　　　　

携　帯

ＴＥＬ

ＦＡＸ

コース

7,960円

　㊟３．複数人の場合代表者様を氏名①へ。その他の方は氏名②～④の欄のみご記入ください。

年齢

氏名②

5,280円

性別 年齢

～収穫した野菜をおいしく食すwithベジエール渥美～」

氏名③

高校生ガイドと行く「角上楼」豪華ランチ付き交流型まち歩きと

渥美半島ぐるっとよくばり体感ツアー

日本一の農業産地 「渥美半島」de農業体験♪

才

才

才
性別 年齢

性別



○取消料について
取消料

旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込下さい。

旅　行　条　件　書

　除く）

ハ.旅行開始日の前日に解除する場合

ホ.旅行開始後の解除又は無連絡.参加の場合

ニ.旅行開始日に解除する場合（ホに揚げる場合を除く）

旅行代金の30％

旅行代金の20％

イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に

●この旅行条件書の定めない事項は、当社募集型企画旅行契約約款によります。

●お客様の都合による便変更、延泊などの行程変更はできません。

●代金にはパンフレットに記載された日程の交通費を含みます。

②電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段で申し込みの場合、予約の時点では

契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して３

日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。

③旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

旅行代金を申込金としてお支払い下さい。（お申込金は、旅行代金、取消料、

違約金の一部に充当します。）

●運輸機関の時刻・運賃等の変更、あるいは出発後天候その他の理由により旅行費

●旅行代金に消費税等諸税が含まれています。

●紙面にて掲載の発着時刻・場所・経路は予定です。行程案内書にて最終確定させ

ていただきます。

区分

○旅行のお申込及び契約の成立
①お申し込みは、所定の申し込み用紙に記入し、下記の申込金を添えてお申し込み

下さい。お申込金は、旅行代金等の一部又は全部として取り扱います。

　当たる日以降に解除する場合（ロからホまでに揚げる場合

　を除く）

ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当

　たる日以降に解除する場合（ハからホまでに揚げる場合を

載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しす

る確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

※旅行代金は、2018 年１ 月１ 日の運賃・料金を基準としています。

○募集型企画旅行契約

契約］）を締結する事になります。また、契約の内容・条件は各コースごとに記

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

この旅行は、豊鉄観光サービス(株)（以下［当社］）が企画・実施する旅行

用を変更する場合は実費を申し受けます。

モニターツアーの目的・ご参加の皆様へのお願い
本ツアーは,田原市地域雇用創造協議会のモニターツアーとして実施しており、旅行代金の一部を田原市

地域雇用創造協議会が負担し、観光商品の開発・調査・研究を目的として行うもので、ご参加いただく

お客様には飲食・体験にかかる部分のみをご旅行代金としてご負担いただきます。

田原市の観光・農業・商業 等に関心をお持ちであることが参加条件となります。

また、モニターツアーにご参加いただいた皆様には、道中において、ツアーの内容全般に関する

アンケートにお答えいただきます。

個人情報の取り扱い
お申し込みで得た個人情報およびアンケート内容については、厳正な管理の下でお取扱いし、当ツアー

の案内発送やご参加いただいた方については、以後、田原市の事業に関しての情報提供をさせていただ

く場合がございます。また、当ツアー中に、主催者がツアーの様子を撮影した写真およびアンケートに

ていただいたご感想は、本事業推進のため、プロモーション活動（ホームページ・紙媒体への掲載等）

において使用させていただく場合がありますので、予めご承知おきください。

それ以外の目的で個人情報を利用したり、第三者へ個人情報を提供・開示すること等はありません。

お申し込みの方へのご案内 (お申込いただく前に、ご案内とご注意を必ずお読み下さい）

〈お問合せ＆お申込みは〉
旅行主催・企画

豊鉄観光サービス㈱ 田原旅行センター
愛知県田原市神戸町後申１４－１

ＴＥＬ0531-23-3121/FAX0531-23-3055

gaki＠toyotetsukanko.com

〈お問合せは〉

田原市地域雇用創造協議会
愛知県田原市赤羽根町赤土１番地

赤羽根市民センター内２階

TEL/FAX 0531-36-4184

taharakoyou@tees.jp


