尾道好きっぷツアー

やっぱ広島じゃ割適用
日帰りお食事プラン

・旅行対象期間

７ １４
月

日まで の限定プラン

・全コース「やっぱ広島じゃ割」
クーポン2,000円分つき！

◆この商品は、やっぱ広島じゃ割を活用した旅行割引プランです

TEL：0848-46-4303
営業日 月～金曜日8:30～17:30
休業日 土日祝

（ご旅行代金の1/2以内、上限5,000円）

3営業日前までに弊社へご予約下さい。予算が上限に達し次第販売を終了させていただきます
このマークはクーポンご利用可能施設です。その他県内多数の店舗でご利用可能です。
詳しくは、やっぱ広島じゃ割ホームページをご確認ください。
①② 割引前価格6,000円

⇒

３，０００円プラン 『やっぱ広島じゃ割クーポン』 2,000円分つき

❶ 香の月

ランチ

❷又来軒(ゆうらいけん）

ディナー

ディナー

ランチ

おのみちバス㈱オリジナルメニュー
【会席コース】

おのみちバス㈱オリジナルメニュー
【おすすめコース】

和食の職人が手掛ける心のこもったお食事

福山ニューキャッスルホテルで楽しむ、本場中国四川料理

⇒ 5，０００円
ご好評につき、
販売終了致しました。

プラン 『やっぱ広島じゃ割クーポン』 2,000円分つき

③～⑤割引前価格10,000円

❸料亭旅館 魚 信

❹宮徳

おのみちバス㈱オリジナルメニュー
【会席コース】

ランチ

❺ 赤いとうがらし

おのみちバス㈱オリジナルメニュー
ランチ
【老舗の懐石料理】

おのみちバス㈱オリジナルメニュー

【おすすめコース】

ディナー

ご利用いただき、ありがとうございました。

名物オコゼ唐揚げ、薄造りを含む
お料理をお楽しみいただけます

せいろずし か にぎりすしを
当日お選びいただけるコースです
ディナー
ディナー 定休日：水曜日

❻レストラン尾道レスポワールドゥカフェ

➐ステーキ懐石 都春日

おのみちバス㈱オリジナルメニュー
【おまかせコース】割引前価格8,000円

ランチ

４，０００円

定休日：火曜日
『やっぱ広島じゃ割クーポン』2,000円分つき！

福山市東川口町の韓国料理店
焼肉 か 韓国風すき焼き を当日選択
定休日：水曜日（応相談）

おのみちバス㈱オリジナルメニュー
【季節の懐石コース】割引前価格12,000円

７，０００円

ディナー

ランチ

ディナー

『やっぱ広島じゃ割クーポン』 2,000円分つき

※店休日や満席等、ご予約がお取りできない場合もございます。あらかじめご了承ください。 ※いずれも税込価格です。
【利用条件】①②両方を満たす方が対象です。書類等を掲示いただけない場合、割引の対象となりません。

各証明書類は、事前に弊社までご来店のうえ、ご掲示いただきます。（割引を利用される全員分）
利用条件
掲示いただく書類（コピーや写真データ可）
①中国・四国地方在住者

運転免許証、郵便物等住所が確認できるもの

②ワクチン検査パッケージ

ワクチン接種証明またはPCR検査等の陰性証明書（下記のうち１点）

実質3,000円！

ワクチン接種済証明書
６０歳以上

新型コロナワクチンを
3回接種しているもの※

PCR検査の
陰性証明書
出発日の３日前以内に
採取した検体によるもの

抗原定性検査の
陰性証明書
出発日の前日に
採取した検体によるもの

新型コロナワクチンを２回接種し、 ※誘客対象エリアが、中国地方（広島県・岡山県・山口県・島根県・
６０歳未満 かつ２回目の接種から１４日以上 鳥取県）四国地方（愛媛県・香川県・高知県・徳島県）に広がりました。
経過しているもの
広島県以外の誘客対象エリアの方が参加する場合、12歳以上の方は皆様
ワクチン３回接種またはPCR検査等の陰性証明書のご提出が必要です。

ご案内 ※12歳未満の方が同居する親族等とご旅行される場合、ワクチン接種歴またはPCR検査等の陰性確認は不要です。
※グループ内で上記要件を満たさないお客様がいる場合、その方のみ割引の対象外となります。

◆ご予約～当日の流れ
ご来店

予約の回答

申込み

当 日

必要書類の確認、お支払い後、
予約確認書等を
店休日等の都合で、
・お電話
クーポン等をお渡しします
各店舗へご提示ください
当日の回答が
・FAX
できない場合もございます 【お持ちいただく書類等】
・メール
でお預かりします
・申込書、参加者リスト
・身分証明書等（全員分）…住所の記載があるもの
・ワクチン接種証明書・陰性証明書等（全員分）
・ご旅行代金（現金のみ カード等はご利用いただけません）
【営業時間】平日8時30分～17時３０分 土日祝休み

「やっぱ広島じゃ割適用プラン」
本旅行の説明書（取引条件説明書面）
◆やっぱ広島じゃ割とは、宿泊割引等により本県への誘客を促すことで、落ち込んだ観光需要の 早期回復を図る
とともに、顧客視点により開発・再編集した観光プロダクトを提供することで 来訪者の満⾜度を⾼め、再来訪の
増加につなげることを⽬的とした事業です。

１．対象旅行期間・対象者
令和 4年 6⽉１⽇～令和 4 年 ７⽉ １４ ⽇出発まで
中国地方５県・四国地方４県在住者かつワクチン検査パッケージ要件を満たす方
２．割引額・プラン内容
※この商品は、やっぱ広島じゃ割を活用した旅行割引オリジナルプランです。
３．お支払いは現⾦でお願いします。
４．プランに含まれるもの
各店舗での食事 ・やっぱ広島じゃ割クーポン(ご旅行当⽇のみ有効)
５．最少催行人員及び定員、添乗員の同行
大人 １名様以上。添乗員は同行しません。このご旅行では約款に定める旅程管理は行いません。
ご旅行に必要なクーポン券類をお渡ししますので、ご旅行中の諸手続きは
お客様ご自身で行って頂きます。
６．予約の変更及び取り消しについて
必ず、当社(おのみちバス株式会社)へお電話にてご連絡下さい。各施設へ直接のご連絡では変更
扱いになりません。状況によっては、当社まで来社頂く必要があります。 予めご了承下さい。
取消料（旅行開始日の前日から起算して）
お申し出日

10日～8日前

7日～2日前

前日

当日

旅行開始後

旅行代金の

20%

30%

40%

50%

100%

７．注意事項
①補助⾦の上限に達し次第、旅行割引プランの販売は予告なく終了になります。
②旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは、割引前の旅行代⾦を基準として当社所定
の取消料を申し受けます。詳しくは旅行条件書をご覧下さい。
③この旅行計画に関し、ご不明な点があれば、おのみちバス株式会社 観光課
(電話番号 0848- 46-4303)にご質問下さい。
＊この書面は旅行業法第１２条の４による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合には同法
第１２条の５に より交付する契約書面の一部となります。標準旅行約款を ご確認下さい。

◆お申込み・お問い合わせ

おのみちバス㈱ おのみちツーリスト

☎ 0848-46-4303
FAX 0848-46-4304

営業日：月～金曜日8:30～17:30
休業日：土日祝日、年末年始

e-mail:tourist@onomichibus.jp

◆旅行企画・実施 おのみちバス株式会社
〒722-0051 尾道市東尾道18番地1
おのみちツーリスト 広島県知事登録旅行第2-377号
社団法人全国旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 藤田裕三

尾道好きっぷツアー やっぱ広島じゃ割適用日帰りお食事プラン（7月）

【別紙】
表１ 割引額・プラン内容のご案内
プラン名

お一人様
割引前料金

やっぱ広島じゃ割
補助金

お一人様
割引後料金

広島じゃ割
クーポン付与額

①香の月

6,000円

3,000円

3,000円

2,000円

②又来軒

6,000円

3,000円

3,000円

2,000円

③魚信

10,000円

5,000円

5,000円

2,000円

④宮徳

10,000円

5,000円

5,000円

2,000円

⑤赤いとうがらし

10,000円

5,000円

5,000円

2,000円

⑥レストラン尾道
レスポワールドゥカフェ

8,000円

4,000円

4,000円

2,000円

12,000円/4,000円

5,000円/2,000円

7,000円/2,000円

2,000円/1,000円

⑦ステーキ懐石都春日

大人料金/子ども料金

表2 各店舗所在地のご案内
店舗名

住所

①香の月

広島県福山市高西町3-14-57

②又来軒

広島県福山市三之丸町8-16
（福山ニューキャッスルホテル内）

③魚信

広島県尾道市久保2丁目27-6

④宮徳

広島県尾道市久保2丁目23-16

⑤赤いとうがらし

広島県福山市東川口町4丁目11-14

⑥レストラン尾道
レスポワール ドゥ カフェ

広島県尾道市西御所町14-5

⑦ステーキ懐石都春日

広島県福山市春日町2丁目2番43号

