
（株）南信州観光公社 ℡0265-28-1747 FAX 0265-28-1748   旅行企画 

主 催 長野県下伊那北部総合事務組合 ℡0265-35-1644 FAX  0265-35-9065 

４０名 
＊南信州トリップガイドにふさわしい方を選考さ
せていただきます 

おひとり 12,000円  (税込) 
*当事業に関わる現地交通費、宿泊代、体験料、
食事代及び諸経費については長野県地域発元気づ
くり支援金を活用し、参加者の皆様にはその一部
をご負担頂きます。 

南
信
州
北
部
５
町
村 

□ 南信州が好きな人（興味がある人） 
□ Twitter/Facebook/Instagramに当日投稿が 
   可能な人（引き続き投稿可能である人） 
□ 南信州をPRするにあたって自分の特技・資格 
   が活かせる人 
□ 写真を撮ることが好きな人 
□  年齢は２０歳以上 
以上の要件はツアーの参加資格になります 

この事業は「長野県 地域発 元気づくり支援金」を活用しています 

2016年 ７月16日（土） 
     ７月17日（日） 

  7月18日（海の日） 

２泊
３日 

内 容 南信州トリップガイドとし
て、南信州５町村で様々な 
アクティビティを体験し、
SNSで情報を発信していた
だきます       ＊詳細は裏面へ 

集合解散 長野県 ＪＲ飯田線 
        飯田駅前 

     南信州 大鹿村・松川町・高森町・豊丘村・喬木村 合同企画 

魅
力
発
見
・発
信
ツ
ア
ー
募
集 

SNS連動企画 
「＃南信州なう」で 

南信州 
トリップガイド 
になろう 

南信州トリップガイドとは・・・ 

参加費 

開催日 

募集人員 



（株）南信州観光公社 長野県知事旅行登録第2-431号 総合旅行業務取扱管理者 高橋 充 

 ℡0265-28-1747 FAX 0265-28-1748 長野県飯田市育良町1丁目2番地１りんごの里内 

  営業時間 8:30~17:30 HP：http://www.mstb.jp/ 

旅行企画 

お申込み 

問い合わせ先 

 

ツアースケジュール 

南信州トリップガイドによる 魅力発見・発信ツアー 

１日目 ７月１６日 土曜日  すべて貸し切りバスで移動 

１３：００ 集合 飯田駅前 

高森町 「松岡城址」 2017大河ドラマ「井伊直虎」ゆかりの地  
南アルプスを遠望します 

「不動滝」のマイナスイオンシャワー 体験 

「天竜川」でウォータチューブ川下り 

宿泊地：森の家 
0265-35-5346 

夕食 郷土料理試食会と地元のお祭り見学 

２日目 ７月１７日 日曜日 

５：００  出発 

喬木村 「朝どり野菜と卵かけごはんの朝食」 高原で野菜収穫体験 

「阿島傘の里」で歴史ガイドと和傘の撮影 

豊丘村 桃狩りと桃食べ放題 

「果物の里」で地元ブランド肉試食会 

大鹿村 「大鹿村騒動記」などのロケ地巡り 

宿泊地：赤石荘
0265-39-2528 

大鹿歌舞伎 歌舞伎メイク見学会など 

３日目 ７月１８日 海の日 

７：３０  出発 

松川町 「森林セラピー」 フィトンチッドで心も体もリフレッシュ 

「シードル」「プルーン」試飲・試食会 

お別れ会  感想をお聞きします 

１２：３０ 解散 飯田駅前 

交通のご案内（ツアーに含まれていません） 

濡れてもよい長袖・
長ズボン・シューズを
ご用意ください 

7 

月
16 
日 

方面 交通手段 出発 到着 

東海 
高速バス 名鉄バスセンター       10:00 飯田駅前  11:54 

ＪＲ ﾜｲﾄﾞﾋﾞｭｰ伊那路 豊橋駅              10:08 飯田駅   12:40 

関東 
高速バス 

バスタ新宿            8:05 飯田駅   12:21 

立川駅南口発           7:45 飯田駅前  11:54 

ＪＲ特急ｽｰﾊﾟｰあずさ・JR飯田線 新宿駅(辰野駅より飯田線）  7:00 飯田駅   12:17 

7 
月 
18 
日 

方面 交通手段 出発 到着 

東海 
高速バス 飯田駅前 14:34 名鉄バスセンター     16:50 

ＪＲﾜｲﾄﾞﾋﾞｭｰ伊那路 飯田駅  15:58 豊橋駅            18:31 

関東 
高速バス 

飯田駅  14:00 バスタ新宿          18:15 

飯田駅前 14:44 立川駅南口発       18:53 

ＪＲ飯田線・特急あずさ（岡谷駅） 飯田駅  13:06 新宿駅                                  18:34 

＊初日は昼食
を各自ですませ
てからご集合下
さい。特に名古
屋からの高速バ
スは途中休憩
がございません。
ご注意下さい。 
＊最終日の昼
食は行程に含
まれていませ
ん。 

出発時刻まで
飯田の町並み
散策とともに
お昼もお楽し
みください。 

各メニューを体験しSNSで発信してください 

＊集合場所まで
及び飯田駅で
の解散後の交
通費はツアーの
料金に含まれて
いません 
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●主催旅行契約：①この旅行は、㈱南信州観光公社が旅行を実施し、参加者は当社と募集型企画旅行契約を締結します。②募集型企画、旅行契約の内
容は、出発前にお渡しする「ご案内」（最終旅程表）によります。条件は旅行条件書を当社ホームページでご確認いただくか、必要に応じて書面をお送りし
ます。●参加申し込み書に基づき、旅行開始の１０日前後を目安に参加証請求書等を作成してお送りします。請求書到着後5日以内に指定の銀行口座へ
全額お振込みください。振込手数料はお客様負担にてお願いいたします。領収書について所定の様式が必要な方は、予めFAXでお知らせください。●最
少催行人員にならないときは中止する場合があります。また、当日の気象、諸状況によりコースの変更や中止となる場合がありますのでご了承ください。
●お申し込みの内容の変更又は取消しをされる場合は、必ずファックス又は郵送にてご連絡ください。お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。●取消
の場合の取消料（契約者が都合により契約を解除する場合）は表のとおりです。●行程表の時間については、標準的なスケジュールです。当日の諸事情
により変更する場合もあります。●このツアーは、旅行特 
別保証の対象になります。●当日はガイド・スタッフの指 
示に従って行動してください。●ツアーの一部に参加しな 
くても返金はありません。●最少催行人員１０名。 

 南信州トリップガイドによる 魅力発見・発信ツアー 参 加 申 込 書 

取消日 10~8日前 7~2日前 
旅行開始日
の前日 

当日 
（旅行開始前） 

旅行開始後及び無連絡
不参加 

取消料率 20% 30% 40% 50% 100% 

ふりがな 性別 

お名前 
男 ・ 女 

年齢    才 （20歳未満の方は参加できません） 

ご住所 

〒      
 
 

（県外・飯田下伊那郡外の方を優先として選考させていただきます） 

電話       ―      －           FAX          ―       ― 

南信州トリップガイドとしての要件       下記回答欄へ記入下さい 

□ 南信州が好きな人（興味がある人）  はい   いいえ 

□ Twitter/Facebook/Instagramに当日投稿が可能な人 
（引き続き投稿可能である人） 
 

投稿可能なSNS 

Twitter/Facebook/Instagram 
 
アカウント名 

【                         】 

□ 南信州をPRするにあたって自分の特技・資格が生
かせる人 
 

どのようなことですか？ 

□ 写真を撮ることが好きな人 はい   いいえ 

□  年齢は２０歳以上（H28.7.16現在） はい   いいえ 

自己アピール欄 
 
 
 

◆このツアーに参加を申し込まれる方は、必要事項を記入のうえ、FAXまたは郵送、ホームページから南信州観光

公社までお申し出ください。１人１枚の申込書をご記入ください。このツアーに参加していただき南信州トリップガイド
として活動していただく方を選考させていただきます。結果は6月中にお知らせいたします。 

申し込み期限 平成２８年６月２０日【必着】 

旅行企画 

お申込み 

問い合わせ先 
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旅行企画 

お申込み 

問い合わせ先 

 

 南信州トリップガイドによる 魅力発見・発信ツアー 

南信州トリップガイドになるとこんなことも・・・ 
・トリップガイドになられた方には、南信州の観光情報を積極的にお伝えします 
・町村のホームページ等に掲載されることもあります（メディア等の取材で紹介される
こともあります） 
・四季を通じて南信州に来ていただき情報発信をしていただいた方には南信州トリップ
マスターとして活躍していただけることを想定しています 
・南信州トリップマスターになられた方は南信州観光公社の旅行商品の企画に参加する
チャンスがあります。 

柿丸くん 
にゃんたぶぅ 

大鹿景清・大鹿鹿丸 

ベリー&ゴー 
だんQくん 


