
〒717-0013岡山県真庭市勝山654　e-mail  info@maniwatrip.jp
☎0867-45-7111  FAX  0867-44-3002
一般社団法人真庭観光局

まにわへいこうhttp：//www.e-maniwa.net/
〒717-0402岡山県真庭市湯原温泉124
☎0867-62-3024
湯原町旅館協同組合

http://www.yubara.com

岡山市営駅南駐車場 13：30（受付開始）
岡山駅13：45発     湯原温泉15：20着     蒜山高原16：10着
蒜山高原9:30発   湯原温泉10：20着     岡山駅12：45着 

行き

集合

帰り

※代金に含まれるもの：宿泊代（1泊2食）、送迎代。

OKAYAMA

YUBARA HIRUZEN

12,000円～21,000円12,000円～21,000円旅行代金
（サービス料込、消費税、入湯税別）
旅行代金
（サービス料込、消費税、入湯税別）

申込方法

受付オペレーション

集合・解散場所

【所在地】
岡山県岡山市北区
下石井1丁目32-1

お申し込み先・旅行企画実施 湯原温泉の情報は

【申込締切】 出発日の3日前まで　HP専用フォーム、電話、FAXよりお申し込みください。

※12/29～1/3までは年末年始休みとなります。
　お急ぎのお問い合わせは湯原町旅館協同組合（0867-62-3024）へTELください。

予約制

真庭観光局 予約受付
（WEB予約・メール・FAX・電話）

お客様から
観光局へ

真庭観光局から請求
お客様事前決済

予約当日・岡山バス乗車
➡お宿へ宿泊

岡山⇔真庭（湯原温泉・蒜山高原）

送迎付き宿泊パック

雪でも安心！ 冬の真庭にお越し下さい
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駅南駐車場

岡山市営駅南駐車場

【利用バス会社】
真賀観光バス（添乗員同行なし）

■注意事項
● お申し込み後、3日経っても担当者から連絡がない場合は、お手数ですが再度ご連絡ください。
● お申し込み後、当日のご案内を代表者の方へお送り致します。
● 送迎バスの座席は、お申込順となります。　● 交通状況や当日の天候により変更になる場合がございます。

〒717-0503 岡山県真庭市蒜山富山根303-1
☎0867-66-3220
蒜山観光協会

http://www.hiruzen.info/

蒜山高原の情報は

お申し込みの際は、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前内容をご確認の上お申込み頂きます。WEBサイト（http://www.e-maniwa.net）でもご覧いただけます。
1）募集型企画旅行契約 　この旅行は一般社団法人真庭観光局（以下「当社」という）が旅行を企画して実施する
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。
2）旅行の申込み 所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みください。
また当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約
の時点では契約は成立しておらず、お客様は,当社らが予約を承諾した日の翌日から起算して３日以内にお申込
書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は,当社は予約が
なかったものとして取り扱います。

3）旅行代金に含まれるもの　旅行代金には、各コース毎に記載された交通費、宿泊費、食事費が
含まれます。
4）旅行代金に含まれないもの　コースに含まれない交通費等の諸費用、別途料金のオプショナ
ルツアー、超過手荷物料金及び個人的性質の諸費用（電話代・飲食代等）などは含まれません。
5）旅行内容の変更　料金が７項に定める基準日以降に改定された場合は旅行代金を変更する
ことがあります。この理由以外の場合は旅行代金の変更は一切いたしません。

6）取消料等　お申込み後、お客様のご都合により取消になる場合及び旅行
代金が所定の期日までに入金が無く当社がお申込みをお断りした場合は、お
一人につき次の料率で取消料（あるいは違約金）をいただきます。なお、複数
人数が参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは１室
ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

旅行代金
[おひとり]

3万円
未満

6,000円

3万円以上
6万円未満

12,000円

6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

20,000円 30,000円

15万円以上

旅行代金の20％お申込金

取消日（宿泊有り）

取消料 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％

取消日（日帰り旅行） 11日前まで 10日前〜8日前

21日前まで 20日前〜8日前
7日前〜2日前 旅行開始日の前日 旅行開始日当日 旅行開始後または

無連絡不参加

7）基準日　この旅行条件は、2018年10月1日を基準としています。又、旅行代金は、2018年10月1日現在の有効な運賃、規則を基準としています。

最少催行人員｜2名 申込締切｜3日前

真庭あぐりガーデン（買い物）

【申込内容】
● 宿泊日　● 宿泊施設名
● 代表者お名前（ふりがな）、年齢、性別、住所 郵便番号、電話番号（携帯）
● 同行参加者の申込　宿泊人数（大人、小人　詳細）
  小人詳細（年齢、食事有無、布団有無、バス席有無）

期間
限定 12/20木▶   2/24日平

成
30
年

平
成
31
年

※2018年12月28日㈮～2019年1月6日㈰を除く

岡山県知事登録旅行業第2-367号
（一般社団法人全国旅行業協会正会員）



一般社団法人真庭観光局
岡山県知事登録旅行業第2-367号（一般社団法人全国旅行業協会正会員）

お申し込み先・旅行企画実施

旅行代金コース

岡山⇔真庭送迎付き宿泊パック代金宿一覧

〒717-0013岡山県真庭市勝山654　TEL 0867-45-7111　FAX 0867-44-3002
HP http://www.e-maniwa.net/　e-mail info@maniwatrip.jp

湯原町旅館協同組合
湯原温泉の情報は

〒717-0402岡山県真庭市湯原温泉124　
TEL 0867-62-3024　
HP http://www.yubara.com 

蒜山観光協会
蒜山高原の情報は

〒717-0503 岡山県真庭市蒜山富山根303-1
TEL 0867-66-3220　
http://www.hiruzen.info/

☎0867-62-2211

Aコース

21,000円Aコース 18,000円Bコース
15,000円Cコース 12,000円Dコース

一人利用のアップ代金
9,000円

八 景

旅行代金 21,000円
小人代金 14,700円
幼児代金 10,500円

●旅行代金はお一人様大人（中学生以上）代金です。
●旅行代金はサービス料込、消費税、入湯税別です。
●旅行代金は宿泊1泊2食付、送迎代が含まれます。
●旅行代金は平日、2名様～の場合です。
●休前日は2,000円アップになります。

☎0867-62-2006

Bコース

一人利用のアップ代金
不可

元禄旅籠 油屋

旅行代金 18,000円

☎0867-62-2292

Bコース

我無らん

旅行代金 18,000円

☎0867-62-2121

Cコース

一人利用のアップ代金
2,000円

松の家 花泉

旅行代金 15,000円
☎0867-62-3775

Dコース

一人利用のアップ代金
3,000円

ゆばらの宿 米屋

旅行代金 12,000円
旅行代金 12,000円

☎0867-62-2131

Dコース

一人利用のアップ代金
アップなし

湯快リゾート輝乃湯

旅行代金 12,000円

☎0867-62-3666

Dコース

一人利用のアップ代金
2,000円

かじか荘

旅行代金 12,000円

☎0867-66-2501

Dコース

一人利用のアップ代金
1,000円

休暇村蒜山高原

旅行代金 12,000円

☎0867-62-2026

Dコース

一人利用のアップ代金
2,000円

さつき荘

旅行代金 12,000円

☎0867-62-3341

Dコース

一人利用のアップ代金
3,000円

湯快感 花やしき

旅行代金 12,000円
☎0867-62-2016

Dコース

一人利用のアップ代金
3,000円

湯の蔵つるや

旅行代金 12,000円

☎0867-62-2600

Cコース

一人利用のアップ代金
2,000円

プチホテル
ゆばらリゾート

旅行代金 15,000円

☎0867-62-3939

Dコース

一人利用のアップ代金
3,000円

森のホテル
ロシュフォール

旅行代金 12,000円

☎0867-62-2111

Dコース

一人利用のアップ代金
3,000円

湯原国際観光ホテル
菊之湯

旅行代金 12,000円

☎0867-67-2221

Dコース

一人利用のアップ代金
500円

蒜山なごみの温泉
津黒高原荘

旅行代金 12,000円
☎0867-45-7600

Dコース

一人利用のアップ代金
不可

ひるぜん貸別荘
ピーターパン

旅行代金 12,000円

☎0867-66-7018

Bコース

一人利用のアップ代金
不可

一人利用のアップ代金
不可

ホテル蒜山ヒルズ

旅行代金 18,000円

※コテージ利用　食事なし

真庭冬のイベント

キャンドルファンタジー
in 湯原温泉
12/22土･23日
西の横綱露天風呂砂湯に626
本のキャンドルを点灯。湯けむ
りの中、幻想的なオレンジ色の
小さな灯りに包まれます。

ひるぜん
雪恋まつり
2/2土･3日
秋田県横手市のかまくら職人直伝の
巨大かまくらが登場。夜には1,000
基ものミニかまくらにキャンドルが灯
され、幻想的な風景が広がります。

しし祭り
1/13日･14月 祝
温泉街の飲食店や旅館でオリジ
ナルのししメニューの食べ歩き
が楽しめる“食”のイベントです。
※ししメニューとは猪肉を使った
メニューです。

湯原温泉 食の祭典

小人代金 12,600円
幼児代金  9,000円

小人代金 12,600円
幼児代金  9,000円

小人代金 8,400円
幼児代金 6,000円

小人代金 8,400円
幼児代金 6,000円

小人代金 8,400円
幼児代金 6,000円

小人代金 8,400円
幼児代金 6,000円

小人代金 8,400円
幼児代金 6,000円

小人代金 8,400円
幼児代金 6,000円

小人代金 10,500円
幼児代金  7,500円

小人代金 12,600円
幼児代金  9,000円

小人代金 8,400円
幼児代金 6,000円

小人代金 10,500円　幼児代金 7,500円

小人代金 8,400円　幼児代金 6,000円

小人代金 8,400円　幼児代金 6,000円

小人代金 8,400円　幼児代金 6,000円 小人代金 8,400円　幼児代金 6,000円

花火も
あがります！


