
ビッグホリデーバス安全運行協議会への参加の事業者
当社社員による、訪問調査を実施し、法令遵守・安全運行の取組み状況の確認をした事業者
貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定事業者又は、認定事業者と同等に安全の確保に取組んでいる事業者
対人賠償保険を無制限で加入の車両利用の事業者
「お客様の安全」を最優先とし、当社と連携し安全対策に取組んでいる事業者

ビッグホリデーでは、ツアーバス事
業における安全運行の確保を強化
するため、「ビッグホリデーバス安
全運行協議会」を開催しています。
協議会では、ビッグホリデーツアー
で定める「安全・品質管理基準」を
もとに、安全運行管理の徹底、
サービス品質の向上を図っていま
す。企画実施会社である当社と運
行バス会社との協議だけでなく、
各種団体からの講師による講演や
資料・映像を用いて、安全はもとよ
り、法令遵守、マナー講習を通じ
て、さらなる「安全運行・品質向上」
に努めています。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi自動車運送事業者に対する行政処分状況についてはこちらのサイトでご覧いただけます｡

■利用有料道路区間一覧

利用バス事業者の
選定基準について

安全運行の
取組みについて
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夜行バスはその距離にかかわらず、全て乗務員２名での運行を実施致します。
昼行バス（朝発）は走行距離５００km以上のコースにて乗務員２名で安全運行を実施致します。
運転は２時間～３時間に１度の頻度での休憩をとるよう実施致します。
長時間運行の場合、現地にて乗務員の休憩施設を仮眠用として準備して休憩をとるよう実施致します。
バス運行の行程については無理のないコース設定をバス会社と事前に協議したうえで運行経路を作成し、指示するよう実施致します。
お客様にバス走行中のシートベルト着用のお願いを実施致します。
利用バス事業者に冬季期間の安全運行に向けて、装備の確認、雪道運転訓練、タイヤチェーンの脱着訓練等、実施するように要請致します。
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ビッグホリデーではお客様に安心してご利用いただけるように貸切バス会社選定基準を設けていますビッグホリデーではお客様に安心してご利用いただけるように貸切バス会社選定基準を設けています

ビッグホリデーではバスツアーの安全を第一に考え、下記の取組みを行っておりますビッグホリデーではバスツアーの安全を第一に考え、下記の取組みを行っております
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ビッグホリデーバス安全運行協議会の開催（下記は昨年度開催の様子）
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安心のバス運行!
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※順不同。上記事業者は協賛会社の紹介となります。　※上記バス会社は一例となり、日程によりバス会社は異なります。

■利用予定貸切バス会社一覧　※上記会社を除きます

★バス会社の決定について　※確定したバス会社名のご連絡は、お客様のご承諾を得てバス利用の前日または当日までに電子メールによる方法で行います。

定期的にバス安全運行協議会を開催し、
お客様に安心してご利用いただけるバス運行に取り組んでいます。

神奈中観光、カミコウバス、昭和観光、東京遊覧観光バス、バス窓TOKYO、ひまわり交通、ジャムジャムエクスプレス、越王観光バス、カネハチタクシー、
会津西交通　等弊社契約バス会社　☆詳しくは、弊社ホームページ「契約バス会社一覧」にてご確認下さい。　ホームページアドレス：https://bigs.jp/bustehai/keiyaku 

今シーズンも、ビッグホリデーのバスは、

【 ビッグホリデー バスフリーWi-Fiサービスのご案内 】
☆無料でご利用いただけます。
☆1回120分、回数無制限にてご利用いただけます。
☆NTTBP社が提供するスマートフォンアプリ  「Japan Wi-Fi auto-connect」に参画してい
ます。このアプリのご利用により、一度の登録だけで全国の自治体、空港、駅、コンビニ等が整
備・提供するフリーWi-Fiのアクセスポイントへワンタップで接続可能です。 

【 ビッグホリデー バスフリーWi-Fiサービスのご注意 】
●利用規約に同意いただいた方のみ、ご利用いただけます。
●メールアドレスをご登録いただく必要があります。
●無料連絡バス乗車区間及び他社で旅行企画・運行するバスにご乗車いただく場合はご利用
いただけません。
●接続場所（山間部やトンネルなど走行時含む）、混雑状況、端末の状態、閲覧先のサイトの状況、
車両・機材整備時、その他バスWi-Fiサービス全体の保守等の事由により、通信速度が遅くなる、
またはサービスのご利用をいただけない場合があります。その際も返金等の対象となりません
ので予めご了承ください。

●バス車内では、音もれ等により周囲のお客様のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたし
ます。
　またマナーモードに設定の上、通話はお控えください。
●バス車内にてモバイル端末の充電はできません。各自充電用バッテリーをお持ちください。
●ご利用に際し、問題が生じた場合は、本サービスのコールセンターへお問い合わせください。
　お問い合わせに際して弊社が取り扱うこととなる個人情報については、弊社のプライバシー
ポリシーに基づき適性に取り扱うとともに、情報の保護に努めてまいります。

　●電話によるお問い合わせ
　　NTT BP インフォメーションデスク
　　フリーダイヤル 0120-26-1065　受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
　●メールでのお問い合わせ
　　info@ntt-bp.com　ご回答にお時間を頂戴する場合がございます。予めご了承くださいませ。　

Wi-Fiが無料で利用できる！！
移動中のバス車内でも、
「動画を見たい！」
「アプリをダウンロードしたい！」
「現地の情報を調べたい！」
「SNSをしたい！」
といった声にお応えします！

安全第一で
楽しめる！！

バスツアーの
快適と安全を両立！

ビッグホリデースノーボード・スキーツアー

利用バス会社（事業者）ラインナップ

ニッコー観光バス 郡山中央交通 みずほ観光

富士観光バス 美杉観光バス エスケー交通

小千谷観光バス

本牧バス

西郡観光バス みらい観光

所沢観光バス

スマイルコーポレーション 桜木観光バス 大日ドリーム観光 桜交通

ＹＭ交通城南観光バス

日下部観光バス東交通

西東京観光バス

TCB観光

トランスパック

萩観光バス

バス窓.com



ビッグホリデーでは、「日本バス協会」「日本旅行業協会」「全国旅行業協会」が合同で公表している
『貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン』に基づいた下記の対策を行っています。
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※無料連絡バス利用区間及びタクシー等にてご案内する一部区間は、Ｗシートプランの対象となりません。
※他社運行バスにご乗車いただく場合はご利用いただけないため、お預かりしたＷシート追加代金はお返しいたします。
※通常、バス座席は指定席とさせていただいておりますが、ご乗車のバスに空席がある際、自由席にて運行する場合があります。その場
合でもＷシート追加代金の返金はありません。予めご了承ください。

Wシートプランバスの座席をお客様用に

2席ご用意！

￥4,800
片 道（おひとり様）

追
加

ご利用区間

池袋スノーライナー／モーニングスノーライナー
往路：最終出発地（池袋）から現地到着まで／復路：現地出発地から池袋または新宿まで

横浜・町田ライナー
往路：横浜または町田から現地到着まで／復路：現地出発地から横浜または町田まで

※Ｗシートご利用時でも、マスク着用等の感染症予防対策にご協力をお願い致します。
※Ｗシートプラン追加代金は各コースをセットにした場合の割増代金となります。

※関連予約　コースコードはＰ.95～98をご覧ください。

ゆったりラクラク！

ガイドラインの内容については下記URLよりご覧いただけます。

貸切バスは、換気が優れた乗り物です。エアコンの外気導入モード機能を使うことにより、窓を開けなくても約5分で車内の空気を入れ替えることができ
ます。マスク着用や手指消毒にご協力いただいたうえで、通常通り座席ごとにご乗車ください。
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消毒液を常備し、手すり等のお客様が手を触れる箇所を消毒しています。帰庫後、
チェックリストに基づきシート周辺・荷物棚・カーテン等について、消毒液による拭
き取りと噴霧を実施しています。

前方座席への飛沫防止対策として一部のバス車両へ透明パネルを設置しています。
※運行バス会社、車両により飛沫防止パネルの形状や種類が異なる場合があります。

飛沫防止パネル一例（M）

乗務員は、毎日、体温測定や風邪の症状の有無など健康チェックをしてから乗務
しています。
もちろん、マスク着用と手指消毒を確実に実施しています。
乗務員はお客様に飛沫を飛ばさないために、可能な限り前方を向いてアナウン
スを行います。

車内換気について

車内の消毒について

前後座席間の飛沫防止パネル設置

乗務員の感染予防について

衛生管理

新しい旅の
エチケット
感染リスクを避けて
安心で楽しい旅行

ありがとう！ 守って安心 エチケット

エチケット 守るあなたは 旅達人

マスク着け、
私も安心、 周りも安心。

間あけ、
ゆったり並べば、 気持ちもゆったり。

旅行けば、
何はともあれ、手洗い・消毒。

楽しくも、
車内のおしゃべり 控えめに。

毎朝の健康チェックは、
おしゃれな旅の 身だしなみ。

ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります
あなたも、あなたの大切な人も、働く人も、観光地も 旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁

おしゃべりを
ほどほどにして、 味わうグルメ。

“車内は万全！” 貸切バスの感染症対策

お客様と乗務員、受付スタッフの安心・安全のための予防措置を実施しています。
ご乗車前やバス車内においては、マスクを必ずご着用ください。 バス乗降口に設置している消毒液で手指の消毒をお願いします。
発熱、せき、倦怠感等の症状がある、または疑いのあるお客様はご乗車をお控えいただきますよう、ご理解、ご協力をお願い致します。尚、マスクを着用され
ないお客様、ならびに発熱など体調がすぐれないお客様のご乗車はお断りする場合がございます。
受付やバスご乗車の際にお並びいただく場所では、周囲のお客様と距離をとってお待ちください。
また、お並びの際は歩行者や周囲の交通の妨げにならないようご配慮をお願い致します。
　また、車内での飛沫感染防止のため、会話と飲食を控えていただき、飲酒、大声での会話、カラオ
ケの利用及びサロン席での飲食・歓談はご遠慮ください。

ビッグホリデーツアーでは新型コロナウイルス感染症防止の為、次に該当するお客様は、ツアーのご参加を
お断りする場合があります。　①マスクを着用されていない方　②出発当日に発熱（37.5℃以上）、せき、の
どの痛み、倦怠感、味覚・嗅覚異常等の症状がある方　③家族の方に②の症状がある方　④新型コロナウ
イルスの感染が疑われる方と濃厚接触がある方 ※お客様におかれましても感染防止へご協力をお願い申し上げます。

　宿泊施設従業員やお客様の健康面の確認を実施しています。　館内共用エリア及び客室の消毒除菌対応を行っています。

　お客様同士、お客様と宿泊施設従業員で「3密」が発生しにくい環境を整備しています。

３密の回避

宿泊施設の感染症対策

掲載の基準
　弊社より下記項目を宿泊施設へ確認しております。
　また下記項目以外にも宿泊施設独自に対策を行っている場合もあります。尚、宿泊施設により、各確認項目に一部条件付きとなる場合も含まれます。

ビッグホリデーではお客様に安心してご利用いただけるツアーを提供するため、一般社団法人日本旅行業協会が公表し
ている「旅行業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」に則り、ツアーで利用する宿泊施設は、各サービス提供
者が適切な感染防止対策を講じている事業者であるか確認を行い、手配を行っています。

※尚、宿泊施設では感染症予防対策として、食事会場、メニュー、提供方法、入浴場所（内湯、露天風呂、サウナ）、入浴時間及び
　施設内設備に関してご予約時のサービス内容を予告なく変更させていただく場合があります。

感染症対策について

（M）

（H）

（H）（H）

お客様へのお願い

飛沫防止パネル
設置！

清掃・消毒の
徹底！

検温・体調
チェック！

マスク着用！
 宿泊施設従業員の健康管理
□ 従業員の検温

□ 従業員の手洗い（手指消毒含む）うがいマスクの着用

 館内・客室の清掃や設備
□ 館内共用エリア・客室内の清拭、消毒除菌清掃

□ 館内共用エリアにアルコール消毒液等の設置

 換 気
□ 館内共用エリアの換気

□ 外気導入型空調機の導入または客室内の窓を開閉して換気

 密集対策
□ 食事会場の混雑状況管理、入場制限や分散化

□ 共用浴場の混雑状況の確認、利用時間の分散化

□ チェックイン・チェックアウト時の人数・列の規制

 食 事
□ 衛生管理に基づいた料理の盛り付け・提供 （夕朝食提供料理の一人盛り等含む）

 お客様へ
□ お客様への手洗い・消毒のお願い

□ 文書や動画による館内・客室の案内


