
道後温泉 大和屋本店

バスで行く 選べる昼食プラン

道後温泉 大和屋本店

バスで行く 選べる昼食プラン

設定期間設定期間

ご利用施設等の事由 (満席等 )により予約できない場合がございます。ご利用施設等の事由 (満席等 )により予約できない場合がございます。

前日 12:00 まで予約受付いたします。前日 12:00 まで予約受付いたします。

旅行代金 旅行代金 

募集人員  募集人員  

食事条件  食事条件  

日本料理・西洋料理・中国料理よりお選びください。日本料理・西洋料理・中国料理よりお選びください。

2019 年 4 月 1 日より 4月 25 日まで

(バス :松山間往復乗車券＋昼食代 +入浴料 )

5,700 円～ 2,900 円お一人様

1日 10 名様限定 (2 名様より受付いたします。)

11 時 30 分から 14 時までの 2時間 30 分以内のご利用

小人 (小学生以下 )はお子様ランチになります。小人 (小学生以下 )はお子様ランチになります。

100 周年記念企画 ～日頃の感謝をこめて～

ツアー№19028

大人大人
(お一人様 )( お一人様 )

城辺城辺 岩松岩松 宇和島宇和島 吉田吉田 卯之町卯之町 大洲大洲

5,700 円5,700 円 4,500 円4,500 円 4,000 円4,000 円 3,800 円3,800 円 3,400 円3,400 円

小人小人
(小学生以下 )( 小学生以下 )

4,100 円4,100 円 3,100 円3,100 円3,200 円3,200 円3,500 円3,500 円3,800 円3,800 円 2,900 円2,900 円

5,100 円5,100 円

※ラストオ－ダ－13 時 30 分※ラストオ－ダ－13 時 30 分

設定除外日 4/6( 土 )、4/10( 水 )、4/12( 金 )、4/14( 日 )4/19( 金 )、4/20( 土 )、4/22( 月 )

交通機関 交通機関 
宇和島自動車 松山線路線バス利用

松山・道後までの往復券 (当日限り有効 )

途中下車・乗車変更はできません。

宇和島自動車 松山線路線バス利用

松山・道後までの往復券 (当日限り有効 )

途中下車・乗車変更はできません。

赤字      は特急 ( 西予宇和 IC より自動車道走行 )   ＊は大洲インター口の時間      平成 30 年 8 月１３日改正      は特急 ( 西予宇和 IC より自動車道走行 )   ＊は大洲インター口の時間      平成 30 年 8 月１３日改正

【旅行企画・実施】
愛媛県知事登録国内旅行業第2-78号

宇和島自動車株式会社
http://www.uwajima-bus.co.jp/
宇和島市丸之内１丁目３番２０号

国内旅行業取扱管理者 亀田 尚人

お申し込み・お問い合わせ ＜土・日・祝日も受付しております＞

■宇和島（観光課） ■大洲（観光三課） ■卯之町営業所

℡（０８９５）２２-２２０４ ℡（０８９３）２４-２１７１ ℡（０８９４）６２-１１８１
■吉田出張所 ■岩松出張所 ■城辺営業所

℡(０８９５)５２－００３３ ℡(０８９５)３２－２１１１ ℡(０８９５)７２－０７７２

《募集型企画旅行条件》

１．募集型企画旅行契約 この旅行は宇和島自動車株式会社（以下「当社」という）が企画・募集し実行する国内旅行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．旅行代金のお支払い 旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払頂きます。14日前以降にお申込された場合は、申込時に全額お支払いただきます。

３．取消料（お一人） お申込後、お客様都合による取消の場合は、旅行代金に対してお一人に付下記の料率で取消料を頂きます。

４．催行中止の場合 各コースお客様が最少催行人員に満たないときは13日前（日帰り３日前）までにお客様に連絡し中止することがあります。その場合お預かりした全額をお返しします。

５．特別補償 当社はお客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について旅行業約款補償規定によりあらかじめ定める額の補償金

及び見舞金をお支払いたします。

６．個人情報の取扱い 当社の旅行申込の際提出された、申込書に記載された個人情報についてはお客様とのご連絡に利用させて頂く他、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊

機関等のサービスを受領する為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

７．募集型企画旅行契約約款 この条件に定めない事項は国土交通省認定の当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

         特急約 2時間 4分 

        急行約 2時間 18分    徒歩約 10分 

宇和島バスセンター ＝＝＝＝ 道後出張所 ―――  

 

                    滞在時間約 2時間      観光時間約 1時間 

――― 大和屋本店（昼食・入浴） ――― 道後商店街 ――― 

 

                      特急約 2時間 4分 

                      急行約 2時間 18分  

――― 道後出張所 ＝＝＝＝ 宇和島バスセンター  

 
  ＝＝＝ バス   ――― 徒歩    

モデルコースモデルコース

城辺 岩松 大洲卯之町吉田宇和島

8：107：357：207：00

6：04 6：51 8：388：067：507：30

6：40 7：23 ＊8：538：31---8：00

9：389：068：508：30

7：40 8：23 ＊9：589：369：209：00

＊10：2810：069：509：30

11：0810：3610：2010：00

9：12 9：59 ＊11：2811：0610：5010：30
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12：34

道後発

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

18：00

18：40

19：40

大洲

16：13

16：38

＊17：08

17：43

＊18：08

19：13

＊19：48

20：53

岩松

18：41

19：41

20：50

宇和島

17：18

17：31

18：04

18：48

19：04

20：18

20：44

21：58

吉田

17：00

---

17：46

18：30

18：46

20：00

20：26

21：40

卯之町

16：45

17：01

17：31

18：15

18：31

19：45

20：11

21：25

城辺

19：24

20：24

21：37

取消日

取消料

旅行開始日の 11 日前 旅行開始日の 10 ～ 8 日前 旅行開始日の 7 ～ 2 日前 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 旅行開始後・無連絡不参加

無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

道路状況により遅延する場合がございます。

時間に余裕をもってお出かけください。

道路状況により遅延する場合がございます。

時間に余裕をもってお出かけください。

大和屋本店

道後出張所

第一弾第一弾第一弾第一弾


