
お申込み
お問合せ

℡ 0 5 3 - 9 2 5 - 2 2 7 6※営業時間9：00～17：00

天竜浜名湖鉄道㈱営業課
旅行企画・実施

《天浜線ホームページ》https://www.tenhama.co. jp
《天浜線 Facebook》 https://www.facebook.com/tenhama

静岡県知事登録旅行業 第 2-312 号　全旅協会員

静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵 114-2
国内旅行業務取扱管理者　小粥 大雄

おすすめポイント

●フルーツパーク製オリジナルワイン飲み放題！●フルーツパーク製オリジナルワイン飲み放題！

●〈フルーツパーク商品提供〉車内じゃんけん大会開催！●〈フルーツパーク商品提供〉車内じゃんけん大会開催！

●はままつフルーツパーク時之栖にてワインカーヴ(工場)見学！●はままつフルーツパーク時之栖にてワインカーヴ(工場)見学！

★赤ワイン、白ワインを飲み比べてお楽しみください！★赤ワイン、白ワインを飲み比べてお楽しみください！

★車内イベント！はままつフルーツパーク時之栖さんが素敵な商品をご提供！★車内イベント！はままつフルーツパーク時之栖さんが素敵な商品をご提供！

★「はままつフルーツパーク時之栖」スタッフがワインカーヴをご案内してくれます！★「はままつフルーツパーク時之栖」スタッフがワインカーヴをご案内してくれます！

●園内解散後、イルミネーションをご見学いただけます！●園内解散後、イルミネーションをご見学いただけます！
★解散後、当日は「1日フリーきっぷ」で天浜線の定期列車をご利用いただけます！★解散後、当日は「1日フリーきっぷ」で天浜線の定期列車をご利用いただけます！
　※当日、集合場所の掛川駅にお越しいただく際も「1日フリーきっぷ」で天浜線の定期列車をご利用いただけます。　※当日、集合場所の掛川駅にお越しいただく際も「1日フリーきっぷ」で天浜線の定期列車をご利用いただけます。

※イメージ※イメージ

ワイン列車ワイン列車

フルーツパークオリジナルワインを楽しもう！フルーツパークオリジナルワインを楽しもう！

天浜線天浜線

開催日開催日

参加費参加費

平成２９年１２月１６日（土）平成２９年１２月１６日（土）平成２９年１２月１６日（土）
雨天決行・荒天中止雨天決行・荒天中止

大人4,900円（税込）大人4,900円（税込）大人4,900円（税込）
※ 参加費には天浜線１日フリーきっぷ代、ワイン代、お食事代、入園料、手数料等が含まれます。※ 参加費には天浜線１日フリーきっぷ代、ワイン代、お食事代、入園料、手数料等が含まれます。【募集要項】

 ■ 募集人員：各回４０名様（最少催行人員２５名）
 ■ 添 乗 員：出発地より全行程同行いたします。
 ■ 食    事：おつまみ 1回 ( ワインに合う「おつまみ」です。)
　　　　　　  ※車内への飲食物の持込は自由です。
 ◆ 今回のコースは、掛川駅集合・はままつフルーツパーク時之栖解散となります。
 ＊集合案内は、出発のおよそ 1週間前までにはお送りいたします。
 ＊ご自宅から天浜線最寄駅までの移動費は含みません。

【お申込方法】
 ■お電話にて、弊社営業課 (TEL ０５３-９２５-２２７６) までお申し込みください。

【募集要項】
 ■ 募集人員：各回４０名様（最少催行人員２５名）
 ■ 添 乗 員：出発地より全行程同行いたします。
 ■ 食    事：おつまみ 1回 ( ワインに合う「おつまみ」です。)
　　　　　　  ※車内への飲食物の持込は自由です。
 ◆ 今回のコースは、掛川駅集合・はままつフルーツパーク時之栖解散となります。
 ＊集合案内は、出発のおよそ 1週間前までにはお送りいたします。
 ＊ご自宅から天浜線最寄駅までの移動費は含みません。

【お申込方法】
 ■お電話にて、弊社営業課 (TEL ０５３-９２５-２２７６) までお申し込みください。

【行程】【行程】【行程】■掛川駅 14：45 までにご集合ください。■掛川駅 14：45 までにご集合ください。
     掛川駅 +++≪臨時ダイヤ・貸切列車 (途中、天竜二俣駅で約 15 分トイレ休憩 )≫+++ フルーツパーク駅……はままつフルーツパーク時之栖

(15:00 スタート )                                                            (16:27 着 )( ワインカーヴ見学後、17:30 頃 園内解散 )

     掛川駅 +++≪臨時ダイヤ・貸切列車 (途中、天竜二俣駅で約 15 分トイレ休憩 )≫+++ フルーツパーク駅……はままつフルーツパーク時之栖

(15:00 スタート )                                                            (16:27 着 )( ワインカーヴ見学後、17:30 頃 園内解散 )

※車内にトイレの設備はございません。※天候、当日の状況等により、行程や時間が一部変更になる場合がございます。※列車運行に支障をきたす荒天・天災等の場合、中止させていただきます。※車内にトイレの設備はございません。※天候、当日の状況等により、行程や時間が一部変更になる場合がございます。※列車運行に支障をきたす荒天・天災等の場合、中止させていただきます。
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　【お支払方法】下記の３通りからご選択ください。 ※いずれのご精算方法も、イベントへの事前のお申込みが必要です。

※②③共通 … 振込者名はイベント申込み者様と同一として下さい※振込手数料はお客様ご負担となります。

③

イメージ

※写真・イラストは全てイメージです。

イメージ

＜ご旅行ご参加までの流れついて＞

ステップ１ ステップ2 ステップ3

TEL:053-925-2276

お電話にて、
弊社営業課まで、
お申し込みください。

申込金 1,500 円
または、旅行代金全額
をお支払いください。
※下記を参照ください。

参加申込み完了です。
後日、最終行程表等
をご案内いたします。

①現金支払の場合
下記の駅にてお願いします。

掛川、 遠州森、 天竜二俣、 西鹿島
金指、 三ケ日、 新所原の各駅

※お申し込みの際、 ご希望駅をご指定ください。

②郵便振替の場合 ③銀行振込の場合

記号…12320　番号…16418171

口座名義…天竜浜名湖鉄道株式会社
口座名義…天竜浜名湖鉄道株式会社

静岡銀行 天竜支店
（普） 0464503

《天浜線ホームページ》http ://www.tenhama.co. jp/
《天浜線 Facebook》 https://www.facebook.com/tenhama

静岡県知事登録旅行業 第 2-312 号　全旅協会員

静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵 114-2
国内旅行業務取扱管理者　小粥 大雄

天浜線・フルーツパークワイン列車天浜線・フルーツパークワイン列車天浜線・フルーツパークワイン列車

【はままつフルーツパーク時之栖】

・イベント車両のため、幼児のお子様も小人料金をお支払いいただきます。

・車内への飲食物の持ち込み自由。ただし食中毒が心配される生もの、

　火気を使用する飲食、においの強いもの等、列車の運行に支障をきたす

　おそれのあるものの持込みはできません。また、車内は禁煙です。

・座席は当社で指定させていただきます。相席となる場合がございます。

・参加費は事前にお支払いいただきます。（有人駅での支払い、振込等）

楽しみいろいろ、広大なフルーツ王国です。

人気のくだもの収穫体験に加え、

楽しい遊具等もございます！

今回は、はままつフルーツパーク時之栖の

スタッフがワインカーヴ(工場)をご案内！

【天竜浜名湖鉄道】

静岡県西部を走るローカル線。

車窓から観える懐かしい景色とともに、お仲間

と一緒にワインをお楽しみください。

当日は、集合前にも天浜線にご乗車いただける

「1日フリーきっぷ」が付いてます。

ぜひ、ご参加ください！

◇ご旅行条件（要約）
●募集型企画旅行契約

この旅行は、天竜浜名湖鉄道株式会社（静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵114-2、静岡県知事登録

旅行業第2-312号、以下当社という）が企画･実施する旅行であり、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。また、旅行条件は下記によるほか、別途お渡

しする旅行条件書（全文）出発前にお渡しする最終旅行日程表及び、当社募集型企画旅行契約の

部によります。  

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入し、申込金1,500円または旅行代金を添えてお申込

みいただきます。お申込金は旅行代金残金ご請求の際差し引かせていただきます。  

(2) 電話、郵便、ＦＡＸによる申込みの場合、それぞれ予約申込みの翌日から起算して３日以内に申

込書と申込金を提出しない場合、当社は申込みがなかったものとして取り扱います。  

(3) 旅行締結は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立します。  

●取消料
お客様のご都合でお取消になる場合は、下記の取消料をお支払い頂きます。 

旅行開始日の前日より起算して8日目にあたる日以前の解除  無料

7日目から2日目までの解除 旅行代金の 30％

前日の解除 旅行代金の 40％

出発日当日の解除 旅行代金の 50％

旅行開始後の解除（取消）または無連絡不参加の場合  旅行代金の100％

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事代、入場料及び消費税諸税が含まれます。 

※上記費用はお客様の都合で一部ご利用になられなくても払い戻しする事は出来ません。  

●旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款に掲げる重要な変更が生じた

場合は、同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。 

●特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体または手荷物に被られた一定の損害については、

当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお

支払いします。

●国内旅行保険の加入について
ご旅行中、病気や怪我により多額の治療費がかかる場合があります。また、事故の場合加害者への

損害請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらを担保するためお客様個人で充分な額の

国内旅行保険に加入されることをお勧めします。  

●事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合には直ちに添乗員、旅行サービス提供機関、弊社へ通知ください。  

●個人情報の取り扱いについて
当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡

のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等

の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用さ

せていただきます。このほか当社では①商品やキャンペーンのご案内②旅行参加後のアンケート③

統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。  

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2016年4月1日を基準としています。また、旅行代金は2016年4月1日現在有効な運

賃・規則を基準に算出しています。 

●ご注意
(1) 他のお客様に迷惑を及ぼす場合や、団体行動の円滑な実施を妨げる場合、離団いただくことも

ございます。 
(2) 解散場所よりお帰りの際は、飲酒運転とならない様、充分ご注意ください。 
(3) 記載の内容は、予告なく変更となる場合がございます。 
(4) 座席は、弊社にて指定させていただきます。また、相席となる場合がございます。 
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