
彩り豊かな季節を楽しむ
宿泊コースを

お申し込みの方に、

旅行券を
プレゼント！！とっておき旅

2020.12
号年末年始

⑴GoToトラベル事業支援対象マークが付いた旅行が対象です。
⑵GoToトラベル事業支援による給付額は旅行代金の2分の1相当額とし、給付額の7割以下
を旅行代金の割引、給付額の3割程度を旅行先で使える地域共通クーポンとして付与しま
す。対象期間等については追ってご連絡いたします。
　給付額の上限について：宿泊を伴う旅行は1人1泊あたり20,000円、日帰り旅行は1人あた
り10,000円を上限とします。
⑶支援金の受領について：国からの支援金はお客さまに対して支給されます。当社はお客さ
まに代わって代理受領いたしますので、お客さまは支援金を差し引いた「お支払い実額」を
お支払いいただきます。お客さまは当社による代理受領についてご了承のうえお申し込み
ください。なお、お取り消しの際は旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。

西日本観光バスツアーへの取り組み

新型コロナウイルスの感染予防対策により、
イベント・見学等の休止でツアーを中止する
場合がございます。今後も状況により中止す
るコースが発生する可能性がございますが、
何卒ご理解ご了承くださいますようお願い
申し上げます。

■バス車内の消毒について
バス車内は運行前に消毒を行っています。
（車内換気は自動換気機能で入れ替えされます）
■乗務員・添乗員に関して

■手指消毒液の設置
■出発前のお客さまへの
　体調確認および検温のお願い。
■マスク着用のお願い（各自ご持参ください）。
■車内での会話はなるべくお控えください。
■バス車内での3蜜を避けるため、
　座席の間隔を空けてお座りいただきます。

乗務員・添乗員は手洗い、うがいの励行。
マスクを着用しての対応となります。

西日本観光バスからのお願い

より見やすく分かりやすく情報をお伝えでき
るようホームページをリニューアルいたしま
した。さらに内容の充実をはかって参ります
ので今後ともよろしくお願いいたします。

速報！ホームページリニューアル

お待たせ
しました♪

★全行程、添乗員またはバスガイド同行！★全行程、添乗員またはバスガイド同行！

今治（7：30）＝東予（8：00）＝小松（8：15）＝西条（8：30）＝新居浜（9：00）＝三島川之江（9：45）＝PA休憩
「レトロな引田のまち並み」ガイドさんと散策《かめびし屋…日下邸…ヌーベルポスト…松村家…関善坊…手
袋ギャラリー…井筒屋敷》＝みき水産《牡蠣焼き食べ放題◆味噌汁・薬味色々》［約90分］＝ふれあい市場《お
買物》＝三島川之江（16：30）＝新居浜（17：05）＝西条（17：35）＝小松（18：50）＝東予（19：05）＝今治（19：35）

出
発
日

5㈯・12㈯・13㈰月12 9㈯・16㈯月1

8,100
食事条件：昼（1）食事条件：昼（1）
大人お一人様大人お一人様

お支払い実額

12,500円 ➡12,500円 ➡ 円

N-25 長崎

ハウステンボス 1
.5DAY

パスポートが付い
てこの価格！！ハウステンボス 1
.5DAY

パスポートが付い
てこの価格！！

三島川之江（5：00）＝新居浜（5：35）＝西条（6：05）＝小松（6：20）【合流】 / 今治（5：30）＝東予（6：00）＝小松（6：20）【合流】＝伊予灘SA休憩
＝三崎港（9：30）～佐賀関港（10：40）＝途中SA自由昼食＝ハウステンボス到着後自由行動（閉園22：00）…ホテル日航ハウステンボス（泊）
ハウステンボス開園（9：00）から出発まで自由行動（11：00）＝途中SA休憩＝佐賀関港（16：00）～三崎港（17：10）＝SA休憩＝小松（19：30）＝
東予（19：45）＝今治（20：15） / 【シャトル便】小松（19：30）＝西条（20：00）＝新居浜（20：30）＝三島川之江（21：05）

１

２

出
発
日

24㈭月12

食事条件：ホテル日航ハウステンボス朝食付き食事条件：ホテル日航ハウステンボス朝食付き

10㈰月1

N-28 香川

三島川之江（6：30）＝新居浜（7：05）＝西条（7：35）＝小松（7：50）＝東予（8：05）＝今治（8：35）＝［オプション
2,000円UP：しまなみサイクリング《今治サイクリングターミナル“ブルーラインしまなみ海道サイクリング”爽快感
たっぷり約60分　　　》］＝道の駅よしうみいきいき館［サイクリング組と合流］＝大山祇神社初詣《案内人付き》お買
物＝民宿カリブ《海鮮料理の昼食》＝道の駅多々羅しまなみ公園《お買物》＝Kikis苺ハウス早春の甘いいちご狩り食べ
放題！＝今治（16：00）＝東予（16：30）＝小松（16：45）＝西条（17：00）＝新居浜（17：30）＝三島川之江（18：05）

食事条件：昼（1）食事条件：昼（1）
大人お一人様大人お一人様 13,000円 ➡13,000円 ➡

N-27 島根

今治（6：30）＝東予（7：00）＝小松（7：15）＝西条（7：30）＝新居浜（8：00）＝SA休憩＝休暇村奥大山《冬の味
覚の王者本ズワイガニ蟹三昧のご昼食》＝お菓子の壽城《お土産のお買物》＝足立美術館見学《開館50周年
記念冬季特別展2020開催！日本画ベストアーティスト10とっておきの名画ずらり！》＝SA休憩＝今治
（20：00）＝小松（20：30）＝西条（20：45）＝新居浜（21：30）

出
発
日

6㈰月12

15,000
食事条件：昼（1）食事条件：昼（1）
大人お一人様大人お一人様

お支払い実額

22,000円 ➡22,000円 ➡ 円

23㈯月1

N-29 兵庫・京都

今治（6：00）＝東予（6：30）＝小松（6：45）＝西条（7：00）＝新居浜（7：30）＝三島川之江（7：35）＝SA休憩＝花水木《そば定食》出石但馬の小京
都城下町自由散策＝玄武洞天然記念物観光＝城崎温泉 あさぎり荘（泊）★やすらぎのひとときを心ゆくまでご堪能ください！
ホテル＝伊根湾めぐり〈遊覧船〉情緒あふれる舟屋見学＝よし乃屋（昼食）＝日本三景天橋立傘松公園ケーブルカー・リフト往復《絶景の展望
台海抜130ｍで名物「股のぞき」をやってみよう♪》＝やまいち《お買物》＝SA休憩＝三島川之江（18：30）＝新居浜（19：05）＝西条（19：35）＝
小松（19：50）＝東予（20：05）＝今治（20：35）

１

２

出
発
日
食事条件：朝（1）・昼（2）・夕（1）食事条件：朝（1）・昼（2）・夕（1）

17㈰・24㈰月1

1泊2日
日本一イルミネーション7年連続受賞

ハウステンボス 光の王国
《15時から入園可能》

1泊2日

ガイドさんと歩く「レトロな引田のまち並み」“風の港”ガイドさんと歩く「レトロな引田のまち並み」“風の港”
海の幸ふれあい市場でお買物♪海の幸ふれあい市場でお買物♪

みき水産坂出海鮮巻き寿司も美味しく最高！味噌汁付きみき水産坂出海鮮巻き寿司も美味しく最高！味噌汁付き

豪快！満腹！焼きカキ食べ放題！豪快！満腹！焼きカキ食べ放題！

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

絶品カニ料理堪能と漁師の家「伊根の舟屋」見学絶品カニ料理堪能と漁師の家「伊根の舟屋」見学

城崎温泉かに会席
天橋立股のぞき飛龍観天橋立股のぞき飛龍観日本

三景
日本
三景

（イメージ）（イメージ）

境港直送！赤い宝石紅ズワイガニ堪能！

「紅ズワイガニ」三昧の昼食と奥大山
休暇村

開館50周年記念
冬季特別展2020足立美術館開館50周年記念
冬季特別展2020足立美術館 100分

NEWクリスマスライト！
白銀の世界！

世界最大13,000万球の輝き！

NEWクリスマスライト！
白銀の世界！

世界最大13,000万球の輝き！

〈先附〉ズワイガニ カニ味噌〈造里〉ズワイガニ カ
ニ刺し２本〈鍋物〉スワイガニ カニ鍋（カニ半身）
〈酢物〉紅ズワイガニ姿〈ご飯〉カニ雑炊・香の物

足立美術館足立美術館

（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

刺身盛り合わせ・焼きもの・天ぷら・煮つ
け・茶わん蒸し・釜飯・小鉢・つきだし・お
吸い物・デザート

出
発
日

10㈰・16㈯・31㈰月1

（イメージ）（イメージ）

大人お一人様大人お一人様
【3名1室】【3名1室】45,000円 ➡45,000円 ➡
【2名1室／1名1室】【2名1室／1名1室】47,000円／52,000円 ➡47,000円／52,000円 ➡

31,000円
お支払い実額

33,000円33,000円 38,000円/38,000円/

小人
2,000円引

伊根湾めぐり遊覧船伊根湾めぐり遊覧船

食前酒：香酸ゆず焼酎水割り／先付：蟹味噌豆腐 美
味出汁／前菜：旬菜／造り：蟹刺身 旬魚 あしらい一
式／焼物：焼蟹（陶板焼）／酢肴：湯蟹／温物：茶碗蒸
し／油物：蟹と海老天婦羅 青味 他 えびせん／飯
物：季節の釜飯 コウノトリ育むお米／吸物：蟹つみ
れ 青菜 柚子／香の物：三種盛り／水物：季節物

（イメージ）（イメージ）

かめびし屋かめびし屋

大人お一人様大人お一人様
【4名1室】【4名1室】47,000円 ➡47,000円 ➡
【3名1室／2名1室】【3名1室／2名1室】48,000円／49,000円 ➡48,000円／49,000円 ➡

33,000円
お支払い実額

34,000円34,000円 35,000円/35,000円/

小人
2,000円引

万福寺・八浄寺・覚住寺・智禅寺・長林寺・宝生寺・護国寺万福寺・八浄寺・覚住寺・智禅寺・長林寺・宝生寺・護国寺

今治（5：30）＝東予（6：00）＝小松（6：15）＝西条（6：30）＝新居浜（7：00）＝三島川之江
（7：35）＝SA休憩＝護国寺（布袋尊）＝万福寺（恵比須）＝覚住寺（毘沙門天）＝
洲本 海鮮御膳のご昼食＝淡路お菓子館（お買物）＝室生寺（寿老人）＝八浄寺（大
国天）＝智禅時（弁財天）＝長林寺（福禄寿）＝SA休憩＝三島川之江（19：30）＝
新居浜（20：00）＝西条（20：30）＝小松（20：45）＝東予（21：00）＝今治（21：30）

  淡路島七福神めぐり  淡路島七福神めぐり新
春

海鮮御膳と福笹と各寺お土産付き海鮮御膳と福笹と各寺お土産付き

大人お一人様大人お一人様
★日曜日出発は各500円UP★日曜日出発は各500円UP

食事条件：昼（1）食事条件：昼（1）
13,500円 ➡13,500円 ➡8,800

お支払い実額

円

N-38 兵庫

小人
1,400円引

出
発
日

18㈪・24㈰・30㈯月1

★
各
寺
お
も
し
ろ
法
話
あ
り
ま
す
！

★
各
寺
お
も
し
ろ
法
話
あ
り
ま
す
！

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

新居浜（5：30）＝西条（6：00）＝小松（6：15）＝東予（6：30）＝今治（7：00）＝
4番円福寺＝11番高音寺＝3番太山寺＝13番成願寺＝5番地蔵院＝2番浄土寺
＝6番極楽寺＝発願 明星院＝たかのこ（昼食）＝12番理正院＝10番八坂寺 ＝
1番大蓮寺＝8番西林寺＝9番道音寺＝7番香積寺＝結願 金毘羅寺＝小松（17：50）
＝【シャトル】西条（18：05）＝新居浜（18：30） / 東予（18：05）=今治（18：35）

N-37 愛媛伊予十三佛霊場は十三佛様の霊場と
発願の寺結願の寺を合わせた十五ケ寺院の霊場です

大人お一人様大人お一人様
食事条件：昼（1）食事条件：昼（1）

11,500円 ➡11,500円 ➡ 7,500
お支払い実額

円

出
発
日

2㈯・3㈰月1

伊予十三仏霊場伊予十三仏霊場新
春

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

（イメージ）（イメージ）

伊予の里
お先達と巡る
信仰と癒しの旅

伊予の里
お先達と巡る
信仰と癒しの旅

N-34 兵庫

西日本観光（6：15）＝東予（6：30）＝小松（6：45）＝西条（7：00）＝新居浜（7：30）＝三島川之江（8：10）＝SA休憩
＝くまポチ邸《焼きたてパン・サラダ食べ放題付きランチ》…ブランジェリーコム・シノワ《パン百名店
WEST2020に選ばれている人気ベーカリー》…スイーツパラダイス《インスタ映えするピクチャーデコレケーキ
が楽しみ》…イスズベーカリー《神戸マイスターの認定を受けてる老舗ベーカリー》…南京町散策＝SA休憩＝
三島川之江（18：30）＝新居浜（19：05）＝西条（19：35）＝小松（19：50）＝東予（20：05）＝西日本観光（20：15）

出
発
日

大人お一人様大人お一人様
食事条件：昼（1）食事条件：昼（1）

12,000円 ➡12,000円 ➡ 7,800
お支払い実額

円

9㈯・10㈰・23㈯月1

半端ない人気ぶり！焼きたてパン食べ放題付きランチ半端ない人気ぶり！焼きたてパン食べ放題付きランチ

神戸パン屋さん巡りバスツアー神戸パン屋さん巡りバスツアー元町
三ノ宮

ケーニヒスクローネ神戸くまポチ邸 南京町自由散策ケーニヒスクローネ神戸くまポチ邸 南京町自由散策

●ブランジェリーコム・シノワ
●老舗イスズベーカリー
●スィーツパラダイス

●ブランジェリーコム・シノワ
●老舗イスズベーカリー
●スィーツパラダイス

神戸で行きたい
パン屋さん

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

三島川之江（6：00）＝新居浜（6：35）＝西条（7：00）＝小松（7：15）【合流】 / 今治（6：30）＝東予（7：00）＝小松（7：15）
【合流】＝SA休憩＝道の駅（休憩）＝三崎港（10：30）～佐賀関港（11：40）＝あまべの郷関あじ関さば館刺身盛り
合わせのご昼食＝別府湾SA（休憩）＝明礬温泉《みょうばん湯の郷里》観光・お買物＝地獄めぐり《血の池地獄》…
《竜巻地獄》＝別府鉄輪温泉おにやまホテル（泊）★別府最大級の露天風呂でゆったり！名物地獄蒸しと豊富な会席！
ホテル（9：00）＝地獄めぐり《海地獄》…《白池地獄》＝別府交通センター昼食《お刺身天ぷらだんご膳の
昼食とお買物》＝佐賀関港（15：00）～三崎港（16：10）＝PA休憩＝小松（18：40）＝今治（19：35）【三島・
川之江方面シャトル便】小松（18：40）＝西条（19：00）＝新居浜（19：30）＝三島川之江（20：05）

１

２

別府ご当地グルメ関アジ・関サバのご昼食！別府ご当地グルメ関アジ・関サバのご昼食！

出
発
日

30㈯月1

べっぷ地獄めぐり
4つの圧巻地獄！
べっぷ地獄めぐり
4つの圧巻地獄！
べっぷ地獄めぐり
4つの圧巻地獄！
べっぷ地獄めぐり
4つの圧巻地獄！

入園チケット
含む

（イメージ）（イメージ）

かまど地獄かまど地獄 旅で応援
愛媛⇔大分

5,000円引
おとなり 割

【4名1室】【4名1室】40,000円 ➡40,000円 ➡
【3名1室/2名1室】【3名1室/2名1室】41,000円/42,000円 ➡41,000円/42,000円 ➡

21,000円
お支払い実額

22,000 円22,000 円 //23,000円23,000円

食事条件：朝（1）・昼（2）・夕（1）食事条件：朝（1）・昼（2）・夕（1）
大人お一人様大人お一人様

M-16 大分

1泊2日

地域共通クーポン
6,000円分付き！

地域共通クーポン
6,000円分付き！

地域共通クーポン
6,000円分付き！

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

今治（7：00）＝東予（7：30）＝小松（7：45）＝西条（8：00）＝新居浜（8：30）＝三島川之江（9：05）＝《ホテルレオマの森 
ランチバイキングと入浴をレオマワールドでお楽しみ下さい！》＝四国水族館《四国水景をテーマにした次世代水族館》
［90分見学］＝三島川之江（17：30）＝新居浜（18：05）=西条（18：35）＝小松（18：50）＝東予（19：05）＝今治（19：35）

P-41 香川

出
発
日

食事条件：昼（1）食事条件：昼（1）

27㈰月12
16㈯月1

大人お一人様大人お一人様12,500円 ➡12,500円 ➡8,200
お支払い実額

円 小人
1,000円引

地域共通クーポン
2,000円分付き！

NEWレオマワールドと四国水族館NEWレオマワールドと四国水族館
年末年始冬満喫年末年始冬満喫

豪華バイキングと癒しの天然温泉セットでお楽しみ♪豪華バイキングと癒しの天然温泉セットでお楽しみ♪

各入場料込み！各入場料込み！

ホテルレオマの森

　ランチバイキン
グ★ホテルレオマの森

　ランチバイキン
グ★

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

地域共通クーポン
18,000円分付き！

地域共通クーポン
12,000円分付き！

地域共通クーポン
6,000円分付き！

地域共通クーポン
2,000円分付き！

地域共通クーポン
24,000円分付き！

地域共通クーポン
18,000円分付き！

地域共通クーポン
12,000円分付き！

地域共通クーポン
2,000円分付き！

地域共通クーポン
2,000円分付き！地域共通クーポン

3,000円分付き！
地域共通クーポン
2,000円分付き！

N-26 愛媛大山祇神社参拝と大山祇神社参拝と
カリブで海鮮料理のご昼食カリブで海鮮料理のご昼食
早春のいちご狩り食べ放題！」早春のいちご狩り食べ放題！」

初詣

（イメージ）（イメージ）

8,500
お支払い実額

円 小人
2,000円引

地域共通クーポン
2,000円分付き！

今治→道の駅よしうみいきいき館
片道切符付き

しまなみ海道
サイクリングはいかが？

オプション…2,000円

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

■各コースとも最少催行人員に満たない場合は中止にすることもございます。■ツアー行程を貸
切でご利用のお客様は集客人数により料金が変更いたします。指定日以外でも運行いたします
のでお気軽にお問い合わせください。■集客状況により出発時間が変更になる場合があります。
■全国旅行業協会の旅行災害補償保険制度に加入しております。■ご希望の方は、追加で任意
保険にご加入いただけます。■添乗業務は、添乗員もしくは乗務員がいたします。■ツアーの健
全なサービスの履行が維持できない場合催行を中止します。■写真は全てイメージです。

＝バス　…徒歩　～船　+++電車・ロープウェー
入場観光・食事・ショッピング
下車観光（施設等へは入場しません）　車窓観光
オプショナルツアー（別途料金必要）

《行程表の見方》

西日本観光
西条市三芳886番1 【受付時間】9：00～18：00

☎（0898）
66－0919

西日本観光バス旅行 検索

ホームページ
リニューアルしました！

http://www.nishibus.jp

☎（0898）
66－0919 まで

お気軽に！
【受付時間】平日9：00～18：00 日・祝は定休日です

QRまたは
乗車案内のない地域の方は
お問い合わせくださいませ！

お申し込み・お問い合わせ

はじめました！


