
一度は行ってみたい“三崎朝市”と
ツアー限定“葉山牛のステーキ重”贅沢ランチ

～新鮮な横須賀野菜のお買い物も！～

【田村車庫】神奈中田村車庫 4時40分
【平塚】平塚駅北口NTT前 5時
【本厚木】本厚木駅南口伊藤ビル前 5時
※往路のみ平塚、本厚木発のお客様は人数によりシャトルバスにて
途中合流する場合がございます。その場合、復路の降車順は
本厚木→田村車庫→平塚となります。

三崎朝市(イメージ）

葉山牛のステーキ重(イメージ）

すかなごっそ
(イメージ）

三崎朝市 三崎のマグロや地魚、地元野菜はもちろん、地玉子ま
で。食卓を彩りを添える魅力ある品物を販売してます。

限定各日24名様

7,150円
お支払い実額（おひとり様 ※大人・こども共）

すかなごっそ
JAよこすか葉山の
約400名の生産者
が育てた自慢の野
菜などを出品し、
旬の新鮮な農産物
をお届けする直売
所です。

ご昼食は
ツアー限定

葉山牛の牧場直営レスト
ラン「角車」で頂くス
テーキは柔らかくて絶品。

旅行企画・実施 神奈中観光株式会社

GoToトラベル事業支援対象

A
出
発
日

9月20日（日）、
10月4日（日）、18日（日）
11月1日（日）、15日（日）

B
出
発
日

9月27日（日）
10月11日（日）、25日（日）
11月8日（日）、22日（日）

【大和】小田急線大和駅みずほ銀行前 5時
【二俣川】二俣川駅北口 三菱UFJ銀行前 5時30分

詳しい取引条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。

項目 金額

旅行代金 (A) 11,000円

Go To トラベル事業 旅行代金への支援額 (B) 3,850円

お支払い実額 (A-B) 7,150円

Go To トラベル事業 地域共通クーポン(金券） 2,000円

■旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり）

１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
２．旅行代金からGoToTravel事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。別途、旅行代金に応じた地域共通クー

ポンが付与されます。
３．支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致

しますので、お客様は、旅行代金に対する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。なお、お取消しの際は、
旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。

4. 当面の間、東京都に居住する方の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外となります。予めご了承ください

※地域共通クーポンは9月以降（時期は未定）



◆ツアーへのご参加はバス1台につき24名様限定、バス座席は、窓側の席のみ利用とし、お客様との間の距離を
確保させていただきます。
◆換気機能完備の観光バスを利用、車内換気に配慮します。更に1時間～1時間半おきに休憩時間を確保し、十
分な空気の入れ替えを行います。※換気機能が付いたバスがない島嶼部の場合を除きます
◆お食事会場では、グループ様毎のお座席間隔を十分に確保いたします
◆立ち寄り施設は、弊社にて感染防止対策状況等を十分に確認の上選定しております
※尚、ご参加のお客様へはツアー中のマスク着用のご協力をお願いしております。

各地－三崎朝市(朝市にて海産物のお買い物）－大型農産物直売所 す
かなごっそ(新鮮な横須賀野菜のお買い物)－葉山牛ステーキレストラ
ン 角車(葉山牛のステーキ重の贅沢ランチ）－各地
（14時～15時頃）

本ツアー催行にあたり

ツアーのポイント
❶電車ではなかなか行けない“三崎朝市”でお買い物
❷JAよこすか葉山農産物直売所の“すかなごっそ”で
新鮮な農産物をお買い物

❸葉山の有名ステーキ店“角車”で葉山牛のステーキ重
ランチをご堪能

行程

■最少人員:20名様
■添乗員：同行しません。バスガイドが同行し
ます。（受付時のみ係員がおります）
■食事：昼食1回付
■利用交通機関:神奈中観光バス

※本ツアーは各お買い物場所での優先入場をご案内
するものではありません。入場時にお待ちいただ
く場合や日や天候により品物の仕入れ状況が変わ
ります。予め、ご了承の上、ご参加ください。

ご
案
内

★お支払いは、催行決定後、銀行振込のご案内をお送りしますので、お振込下さい。
◆表示の旅行代金には、消費税が含まれます。 ◆最少催行人員は、各ルート20名様となります。
◆掲載のコース及び時刻・見学地等での所要時間は、交通事情により変更となる場合もございます。
◆お願い/バス車内は禁煙です。また、法令によりバス車内でのシートベルト着用が義務付けられてます。
◆掲載の観光写真、料理写真はイメージで、実施日によりご利用いただくものとは異なる場合があります。

2020年7月1日



9月20日(日)、27日（日）
10月4日(日)、11日(日)、18日(日)、25日(日)
11月1日（日）、8日（日）、15日(日)、22日（日）

小田原城(イメージ）「提供：かながわフォトライブラリー」

大雄山最乗寺(イメージ）

小田原城
北条氏の本拠地としても有名で、江
戸時代には小田原藩の藩庁があった。
城跡は国の史跡に指定されている。

限定各日30名様

6,500円
お支払い実額（おひとり様 ※大人・こども共）

大雄山最乗寺
福井県の永平寺、鶴見の総持寺に次ぐ
格式のある曹洞宗のお寺です。門流
3000を超える末寺があります。

ご昼食
地魚煮つけ膳

旅行企画・実施 神奈中観光株式会社

不落の名城“小田原城”と“
天狗の里“大雄山最乗寺”

～今年出来たばかりの道の駅“足柄・金太郎のふるさと”も～

【戸塚】JR戸塚駅西口サクラス向かい 8時10分
【藤沢】藤沢駅北口みずほ証券前 8時50分

【相模大野】相模大野駅北口伊勢丹前 8時00分
【本厚木】本厚木駅南口伊藤ビル前 8時50分

道の駅
“足柄・金太郎のふるさと

今年の6月26日にオープンした
最新の道の駅。新鮮な野菜や果
物、卵、お惣菜をはじめ、足柄
茶、足柄牛をテーマに開発した
オリジナル商品も。

地物煮つけ膳(イメージ）

項目 金額

旅行代金 (A) 10,000円

Go To トラベル事業 旅行代金への支援額 (B) 3,500円

お支払い実額 (A-B) 6,500円

Go To トラベル事業 地域共通クーポン(金券） 2,000円

GoToトラベル事業支援対象

１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。地域,000円
２．旅行代金からGoToTravel事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。別途、旅行代金に応じた地域共通クー

ポンが付与されます。
３．支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致

しますので、お客様は、旅行代金に対する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。なお、お取消しの際は、
旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。

4. 当面の間、東京都に居住する方の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外となります。予めご了承ください

出発日
(共通)

出発
Aルート

出発
Bルート

漁港の駅
TOTOCO小田原

鮮魚、活魚及び水産加工品など
の地場の水産物の販売や飲食を
核として、地場産の農産物、土
産物等の提供を行い、小田原の
観光や地場産品のPRなど情報発
信機能を備えた施設

その時に獲れた新鮮な魚を
使った和食膳をご堪能

詳しい取引条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。

■旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり）

※地域共通クーポンは9月以降（時期は未定）



◆ツアーへのご参加はバス1台につき30名様限定、お客様との間の距離を確保させていただきます。
◆換気機能完備の観光バスを利用、車内換気に配慮します。更に1時間～1時間半おきに休憩時間を確保し、
十分な空気の入れ替えを行います。※換気機能が付いたバスがない島嶼部の場合を除きます

◆お食事会場では、グループ様毎のお座席間隔を十分に確保いたします
◆立ち寄り施設は、弊社にて感染防止対策状況等を十分に確認の上選定しております
※尚、ご参加のお客様へはツアー中のマスク着用などのご協力をお願いしております。

各地－小田原城(常盤門SAMURAI館、天守閣見学)－季作久(地物煮つ
け膳の昼食)－漁港の駅 TOTOCO小田原(お買い物)－大雄山最乗寺
(参拝)－道の駅 足柄・金太郎のふるさと（お買い物）－
各地（17時～18時頃）

■最少人員:20名様
■添乗員：同行しません。バスガイドが同行し
ます。（受付時のみ係員がおります）
■食事：昼食1回付
■利用交通機関:神奈中観光バス

本ツアー催行にあたり

ツアーのポイント
❶2016年にオープンした「常盤木門SAMURAI館」
がある人気の小田原城を観光

❷開創600年以上の関東の霊場“大雄山最乗寺”参拝
❸そば季寄 季作久にて“地物煮つけ膳”の昼食賞味
❹漁港の駅TOTOCO小田原で新鮮な海産物のお買い物
❺今年オープンした“道の駅 足柄・金太郎のふるさと“ に立寄り

行程

※小田原城並びに大雄山最乗寺の見学に際し、駐車
場より階段を登りながらの見学となります。予め
ご了承の上、ご参加ください。

ご
案
内

★お支払いは、催行決定後、銀行振込のご案内をお送りしますので、お振込下さい。
◆表示の旅行代金には、消費税が含まれます。 ◆最少催行人員は、各ルート20名様となります。
◆掲載のコース及び時刻・見学地等での所要時間は、交通事情により変更となる場合もございます。
◆お願い/バス車内は禁煙です。また、法令によりバス車内でのシートベルト着用が義務付けられてます。
◆掲載の観光写真、料理写真はイメージで、実施日によりご利用いただくものとは異なる場合があります。

2020年7月1日



年 月 日 （ 歳） 男 女

ファクシミリ専用申込書

（FAX番号：042-788-2651）
※番号のかけ間違えにご注意ください。

神奈中観光がお送りする“日帰りツアー“

弊社にてお申込みの手続きが完了次第、FAXまたはお電話にてご連絡いたします。

フリガナ

お名前

電
話
番
号

電話 － －

Fax － －

携帯 － －

生年月日

ご住所

〒 －

予約人数 名 内訳（大人 名/小人 名/幼児 名）

ご同行者
氏名等
記入欄

お名前
（カタカナ）

性
別

ご年齢 ご住所 ご連絡先

代表者

御希望日 2020年 月 日(       )

ご希望コース（どちらかのコースにチェックしてください）

❶“三崎朝市”と“葉山牛のステーキ重”の昼食 □

❷“小田原城”と“天狗の里“大雄山最乗寺” □

乗車地 ※ご選択して、ご希望集合場所を丸にて囲みください

❶三崎コース

❷小田原コース

①田村車庫 ②平塚 ③本厚木 ④大和 ⑤二俣川

①戸塚 ②藤沢 ③相模大野 ④本厚木


