大井川の自然と魅力を再発見！

親子で楽しむ！大井川周遊ツアー
大井川流域の市町（島田市・川根本町）や、大井川鐵道で構成する「大井川流域観光事業実行
委員会」では、静岡県在住の親子を対象にしたバスツアーを実施します。いろいろな体験が楽し
めるよう、４種類のコースをご用意しました。自然にふれあい地域を学び、ホテルランチやＳＬ
列車の乗車など、どのコースも大井川の魅力が楽しめる内容です。ツアー料金も大変お得！ぜひ
この機会に、大井川の魅力を再発見する旅にお出かけ下さい。
コース１ 旅行日 １２月１２日（土）
トロッコ列車でレインボーブリッジへ！奥大井湖上駅コース
定員 20 名／最少催行人数 15 名
KADODE OOIGAWA （体験・見学 9：00～10：00）
8：30 から受付・8：50 集合
KADODE OOIGAWA －－（貸切バス）－－ 塩郷吊橋（見学 10：50～11：30）
10：00 発

10：50 着

塩郷吊橋 －－（貸切バス）－－ 千頭駅
11：30 発

12：00 着

千 頭 －（南アルプスあぷとライン）－ 奥大井湖上（車内昼食・アプト式鉄道乗車）
12：29 発

13：35 着
＜奥大井湖上駅～湖上展望所

ハイキング 約 40 分＞

湖上入口バス停 －－（貸切バス）－－ 千頭駅（カフェうえまる お菓子プレゼント）
14：20 発

14：40 着

千 頭 －－（ＳＬかわね路号）－－ 新金谷（大井川鐵道ＳＬ乗車）
14：55 発

16：11 着

新金谷 －－（貸切バス）－－ KADODE OOIGAWA
16：30 発

16：40 着（解散）

コース２

旅行日 １２月１３日（日）
人生で一度は渡りたい!? 夢の吊り橋を渡ろう!寸又峡コース
定員 14 名／最少催行人数 10 名

KADODE OOIGAWA （体験・見学 9：00～10：00）
8：30～受付・8：50 集合
KADODE OOIGAWA －－－（貸切バス）－－－ 寸又峡温泉
10：00 発

12：15 着
＜奥大井観光ホテル翠紅苑

昼食

12：30～13：30＞

＜夢の吊り橋散策 13：30～15：00＞
寸又峡温泉 －－－（貸切バス）－－－ KADODE
15：00 発

コース３

OOIGAWA

17：00 着（解散）

旅行日 １２月１９日（土）
日本で体験できるのはここだけ！アプト式機関車見学コース
定員 20 名／最少催行人数 15 名

KADODE OOIGAWA （体験・見学 9：30～11：00）
9：00 から受付・集合 9：30
KADODE OOIGAWA －－（貸切バス）－－ 新金谷
11：00 発

11：10 着

新金谷 －－（ＳＬかわね路号）－－ 千 頭（車内昼食・大井川鐵道ＳＬ乗車）
11：52 発

13：09 着

千 頭 －（南アルプスあぷとライン）－ アプトいちしろ
13：36 発

14：20 着

＜アプト式機関車 ED90 形 運転台見学・汽笛体験 14：30～15：30＞
アプトいちしろ －（南アルプスあぷとライン）－ 長島ダム（アプト式鉄道乗車）
15：28 発

15：36 着

長島ダム －－（貸切バス）－－ KADODE OOIGAWA
15：40 発

17：30 着（解散）

コース４ 旅行日 １２月２０日（日）
世界一長い木造歩道橋と手すき和紙体験で歴史を満喫！島田市コース
定員 20 名／最少催行人数 15 名
KADODE OOIGAWA （体験・見学 9：00～10：30）
8：30～受付・9：00 集合
KADODE OOIGAWA －－（貸切バス）－－ 蓬莱橋・やくなし茶屋（見学 11：00～11：40）
10：30 発

11：00 着

蓬莱橋 －－（貸切バス）－－ 川根温泉ホテル
11：40 発

12：30 着
＜川根温泉ホテル ランチバイキング

12：45～14：00＞

＜手すき和紙体験 14：00～15：00＞
川根温泉ホテル －－（貸切バス）－－ 家山駅
15：00 発

15：15 着

家 山 －－（ＳＬかわね路号）－－ 新金谷 （大井川鐵道ＳＬ乗車）
15：44 発

16：11 着

新金谷 －－（貸切バス）－－ KADODE OOIGAWA
16：30 発

16：40 着（解散）

１．旅行代金

各コース共 ２，０００円 ３歳以上、大人子供同額
(交通費、昼食、体験料、お土産、保険代を含む）

２．募集対象

静岡県在住の親子さま対象
でお申込みください。

３．申込方法

参加希望のお客様は、大井川鐵道公式ホームページ内、専用受付フォーム
に必要事項をご記入の上、送信ください。
※応募前に必ず以下の項目をご確認ください。
●sales@daitetsu.jp よりメールを返信いたします。受信拒否設定をされて
おりますと予約完了メール等のご連絡も致しかねますので、予め設定解除
のお手続きをお願いいたします。本申込フォームへの入力後送信いただき
ますと「応募受付完了の自動返信メール」が届きます。万が一、自動返信

必ず親子（２名以上

子どもは小学生まで）

メールが届かないお客様は受信拒否設定をされている可能性がございま
すのでご確認ください。
●予約終了後にキャンセルが発生した場合、追加で予約をお取りする場合
がございます。キャンセル待ちを希望される方は、応募受付フォームに
て「キャンセル待ちに登録する」にチェックを入れてください。順番に電
話にてご連絡いたします。
●本ツアーへの応募は、旅行条件および大井川鐵道のプライバシーポリシー
へ同意が必要です。
４．申込締切

コース１・コース２

令和２年１１月３０日（月）

コース３・コース４ 令和２年１２月７日（月）
応募者多数の場合、受付終了後抽選を行ない、後日連絡いたします。
また、申込および参加は、一家族一回とさせていただきます。
５．集合・受付

６．そ の 他

KADODE OOIGAWA バスロータリー付近、広場
お車でお越しのお客様は、一般駐車場をご利用下さい
※受付にて会費を集金させて頂きます。現金精算のみとなります。
・すべてのコースに川根本町特産、ゆずジュースとゆず羊羹のお土産付き
・動きやすい服装、運動靴でご参加ください。
・ツアー参加の際、簡単なアンケートの記入をお願いいたします。ご了承くだ
さい。
・昼食のお弁当は、レトロな包装のおむすび弁当「ふるさと弁当」です。小さ
なお子様には、ハンバーグやスパゲティ、ふりかけごはんの「お子様弁当」
もございます。予約の際にお選びいただけます。

ふるさと弁当

７．取 消 料

お客様のご都合で旅行を取り消される場合は下記の取消料を申し受けます。
取消日
取消料

【主

催】

お子様弁当

10 日前から

7 日前から

8 日前まで

2 日前まで

２０％

３０％

前日

当日

４０％

５０％

旅行開始後又は
無連絡不参加
１００％

大井川流域観光事業実行委員会プロモーション事業部会
（事務局 島田市役所観光課）

注意事項
※詳しい旅行条件を説明した書面(約款)を用意していますので事前にご確認の上、お申し込み下さい。
※都合により、旅行内容を変更させていただく場合があります。ご了承ください。
(社)全旅協会員

静岡県知事登録

第 2-301 号

旅行企画・実施 大井川鐵道株式会社
〒428-8503 静岡県島田市金谷東二丁目 1112-2 総合旅行業務取扱管理者

早尻

浩樹

お問い合わせ 営業部企画運営 ℡ ０５４７－４５－３８１８

