
※申込者は、太線内をご記入お願いします。

・

・

・ 交替の地点 （ ）

・ （ ）

・ 交替の地点 （ ）

)

その他（

 (料金の種類： )

 (実費の詳細： )

上記のとおり運送を引受けます。

運送申込書／運送引受書・乗車券 No.00001587

申込日： 平成29年6月12日

申込者

氏名
・名称

アゼスタ観光 電話： 03-3861-5706

(担当者) ＦＡＸ： 03-3861-5707

住所
東京都中央区東日本橋２－２５－８ Ｅ-ｍａｉｌ： azestao@azesta.co.jp

光井東日本橋ビル１０階 緊急連絡先： 090-8989-7777

契約
責任者

氏名
・名称

株式会社アゼスタ 電話： 03-3861-5706

旅客の団体の名称：飛騨高山と木曽馬籠宿の旅 (担当者) 亜世洲太 ＦＡＸ： 03-3861-5707

住所
東京都中央区東日本橋2-25－8 Ｅ-ｍａｉｌ：

光井東日本橋ビル６階 緊急連絡先： 03-3861-5706

運送を
引受け
る者

氏名
・名称 アゼスタ観光バス

電話： 03-3861-5706

ＦＡＸ： 03-3861-5707

住所
東京都中央区東日本橋２－２５－８ Ｅ-ｍａｉｌ： kankobus@azesta.jp

光井東日本橋ビル６階 緊急連絡先： 090-4444-5555

事業
許可

平成２３年０３月３１日 関東123456 任意保険 共済

 営業区域： 東京都/千葉県/埼玉県 対人　　 8000万円 

　　　　　　万円 

　　　　　無制限 

対物　　  200万円 

　　　　　　万円 

　　　　　無制限

申込乗車人員 34 乗車定員別又は
車種別の車輌数

大型バス

人 1 両 両 両

配車日時
06月24日(土)

配車場所
東京都庁前

07:40 地図： 有 無

旅行の日程

月日 発地
発車
時刻

主な経由地
到着
時刻

着地 宿泊場所
待機
時間

乗務員の休憩
備考

地点 時間

① ※別紙参照

②

③

④

うち、旅客が乗車しない区間： （ ）営業所車庫

交替運転士
　有 無 【運行開始日時】 【運行終了日時】

「無」の場合の理由： 昼間短距離 その他 06月24日(土) 06月25日(日)

車掌（ガイド） 　有 無 07:16 18:47

運賃及び料金の
支払い方法

■ 銀行振込 □ 現　金 □ その他（ 【走行距離】 【走行時間】

　  支払期日：平成２９年０７月３１日 総　    834.6 Km 総　  19時間45分

適用を受けようと
する割引

 □ 学校団体割引 □ 障害者施設団体割引 実車    806.0 Km

 (上限額: 318,720 円 下限額:

実車  12時間27分

50,290 円

 □  割引） 運　賃 270,000 円

219,840 円)

 ※標準運送約款５条２項に規定する所定の証明書を添付。 料　金 円

 (上限額: 円 下限額:

高速料金、有料道路

円合計請求金額 341,890

平成２９年０６月１６日 アゼスタ観光バス　安瀬　洲太

円)

消費税 21,600 円

実　費（税込）特約事項



車庫 東京都庁前

東京都庁前 新宿ＩＣ

新宿ＩＣ 談合坂ＳＡ

談合坂ＳＡ 岡谷ＪＣＴ

岡谷ＪＣＴ みどり湖ＰＡ

みどり湖ＰＡ 松本ＩＣ

松本ＩＣ そば庄　松本城店

そば庄　松本城店 獅子会館

獅子会館 高山陣屋

高山陣屋 高山グリーンホテル

高山グリーンホテル 飛騨民俗村　飛騨の里

飛騨民俗村　飛騨の里 高山市 飛騨清見ＩＣ

高山市 飛騨清見ＩＣ 美濃関ＪＣＴ

美濃関ＪＣＴ 美濃加茂ＩＣ・ＳＡ

美濃加茂ＩＣ・ＳＡ 土岐ＪＣＴ

土岐ＪＣＴ 中津川ＩＣ

中津川ＩＣ 馬籠宿(昼食自由)

馬籠宿(昼食自由) 中津川ＩＣ

中津川ＩＣ 諏訪湖ＳＡ

諏訪湖ＳＡ 談合坂ＳＡ

談合坂ＳＡ 高井戸ＩＣ

高井戸ＩＣ 新宿ＩＣ

新宿ＩＣ 東京都庁前

東京都庁前 車庫

運送申込書／運送引受書・乗車券
No.00001587

旅行の日程

月日 発地
発車
時刻

主な経由地
到着
時刻

着地 宿泊場所
待機
時間

乗務員の休憩
備考

地点 時間

1 06/24 07:20 07:40 東京都庁前 00:20

2 06/24 08:00 08:05

3 06/24 08:05 09:00 談合坂ＳＡ 00:15

4 06/24 09:15 10:45

5 06/24 10:45 10:50 みどり湖ＰＡ 00:15

6 06/24 11:05 11:15

7 06/24 11:15 11:25 そば庄　松本城店 01:00

8 06/24 12:25 15:00 獅子会館 00:40

9 06/24 15:40 15:45 高山陣屋 00:30

10 06/24 16:15 16:15 高山グリーンホテル

11 06/25 08:00 08:15 飛騨民俗村　飛騨の里 01:30

12 06/25 09:45 10:10

13 06/25 10:10 11:10

14 06/25 11:10 11:20

15 06/25 11:20 11:35

16 06/25 11:35 12:00

17 06/25 12:00 12:25 馬籠宿(昼食自由) 01:30

18 06/25 13:55 14:20

19 06/25 14:20 15:40 諏訪湖ＳＡ 00:15

20 06/25 15:55 17:15 談合坂ＳＡ 00:15

21 06/25 17:30 18:15

22 06/25 18:15 18:25

23 06/25 18:25 18:25

24 06/25 18:25 18:50

うち、旅客が乗車しない区間：


