作成日(改訂日)：2019/06/12

企画説明書
☆A112 あぶと魚せんべい
企画名（正式）

でべらせんべい体験と あぶと会席料理

企画名（略称）

あぶと魚せんべい

期間

通年（GW、お盆、年末年始は除外）※体験会場にｸｰﾗｰがありませんので夏場はとても暑いです。

人数

6～45 名様（大型ﾊﾞｽ 2 台までは可能ですが、ご相談下さい）

料金

基本 A 会席セット：＠3500 税別

お子様ランチセット：＠2200 税別

特選 B 会席セット：＠5200 税別（B 会席セットには魚せんべい 3 枚入のお土産付）
旅行業者様 R（手数料） 10％


企画内容

基本 A 会席（11 品）、特選 B 会席（12 品）
子供はお子様ランチ

昼食内容

（約 50 分・80 分）
右記のものがセットにな
っています。

あぶと本館 部屋 or 個室宴会場（人数に応じて）

昼食場所


魚 せ ん べ い 体 験 せんべい焼き自体は島ばあちゃんが作ってくれます。お客様には、

せんべいにはさむ魚素材(時期により素材が変わります)を選び、生
地の上に置いてもらいます。出来たてはその場で食べるか、バス車
※企画セット内容のバラ売りは
内でお召し上がり下さい（懐紙等の簡易包装です）。焼き時間は５
不可。セット定価販売での内容
カット(権利放棄)は可能ですが、
分程度、最大 15 個同時に焼けます。待ち時間に魚せんべいについ
カット箇所は必ず事前にご連絡 ※農水産物加工ｾﾝﾀｰにて
てのお話を聞いたり、買物をどうぞ（買物 R なし）
。
下さい。
*せんべいにはさむ魚素材は、選べる種類数が変わる事があります。
10～45 名(10 名未満は￥13000 税別で出航可能)。事前予約要。食事場所のあぶと本館の目の前
ｵﾌﾟｼｮﾝ ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ
から出航。定期便ではないので、希望の時間をお申し出下さい。案内ｱﾅｳﾝｽ付きで、阿伏兎観音
（約 50 分）
→鞆の浦→常石造船所の回遊が基本ですが、波の状況によりコースは変わります。天井あるので
＠1300 税別 NET
雨天時でも問題なし。

（約 30 分）

添乗員＠800 税別

添乗員・乗務員料金

乗務員＠800 税別

※ 同食＆体験をされる場合はお客様と同額となります。
※ 同食のみ（体験なし）の場合は、基本料理＠3000 税別 NET となります。特選料
理＠4000 税別 NET（体験なし・土産なし）

（別食）
バス駐車場

あぶと本館、福山市農水産物加工ｾﾝﾀｰとも駐車場あり（P 代は無料）

お受けできる団体種別

受注型企画旅行 ＝◎

精算方法

全旅クーポン or OATA クーポン
※ クーポンは福山ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｲﾄｳ宛てに発券下さい。

※手配及び精算は一括し

募集型企画旅行 ＝×

て行います
キャンセル規定

7 日前まで無料、6～4 日前 20％、3～2 日前 30％、1 日前 80％、当日 100％

80 名以上の団体様は 14 日前まで無料、13～11 日前 20％、10～2 日前 30％、1 日前 80％、当日 100％

人数減

前日 16：00 まで対応可能

その他注意事項

1.
2.

農水産物加工センターでは買物 R はありません。また、トイレの数が１つなので、直前の SA
や道の駅等でトイレを事前に済まされる事をお勧めします。

阿伏兎エリア⇔鞆の浦エリアは道が狭い為、大型バスでは最短移動出来ません。バス移動
の場合は大回りする必要があるので 50 分程度かかります。

連絡先（当日変更等にご活用下さい。企画内容詳細は現地ではお応え出来ない場合もあります。）
所在地

当日変更連絡先

昼食

あぶと本館

広島県福山市沼隈町能登原阿伏兎 1416-7

084-987-0416

体験

福山市農水産物加工ｾﾝﾀｰ

広島県福山市内海町ロ 393-4(内海食品直売店隣り)

090-1182-3501(兼田)

(ひよりの里)

GoogleMap で検索時は『住所+内海食品直売店』で。

お問い合わせ・ご予約、詳細はこちら

㈲福山サービスセンターイトウ

〒720-0032 広島県福山市三吉町南 1-11-30
TEL：084-923-2022 FAX：084-924-5755

作成日(改訂日)：2020/06/03

企画説明書（★個人向け）
☆A112 あぶと魚せんべい
企画名（正式）

でべらせんべい体験と

あぶと会席料理

企画名（略称）

あぶと魚せんべい

期間

通年（GW、お盆、年末年始は除外）※体験会場にｸｰﾗｰがありませんので夏場はとても暑い
です。

人数

2～5 名様

料金

特選会席セット：＠6300 税別

お子様ランチセット：＠2200 税別

（魚せんべい 3 枚入・のりのつくだ煮のお土産付）
旅行業者様 R（手数料） 10％
企画内容



昼食内容

（約 60～80 分）
右記のものがセットに
なっています。
※企画セット内容のバラ売り
は不可。セット定価販売での内
容カット(権利放棄)は可能です
が、カット箇所は必ず事前にご
連絡下さい。

ｵﾌﾟｼｮﾝ ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ
（約 20～30 分）
¥6000 税別 NET
駐車場

昼食場所


特選会席（12 品）
子供はお子様ランチ
あぶと本館

部屋 or 個室宴会場

魚 せ ん べ い 体 験 せんべい焼き自体は島ばあちゃんが作ってくれます。お客様に

は、せんべいにはさむ魚素材(時期により素材が変わります)を選
び、生地の上に置いてもらいます。出来たてはその場で食べる
か、車内でお召し上がり下さい（懐紙等の簡易包装です）
。焼き
時間は５分程度です。待ち時間に魚せんべいについてのお話を
※農水産物加工ｾﾝﾀｰにて
聞いたり、買物をどうぞ（買物 R なし）。
*せんべいにはさむ魚素材は、選べる種類数が変わる事がありま
す。
2～5 名。事前予約要。食事場所のあぶと本館の目の前から出航。定期便ではないので、希
望の時間をお申し出下さい。案内ｱﾅｳﾝｽ付きで、鞆の浦方面または常石造船所方面、どちら
かお選びいただけます。波の状況によりコースは変わります。天井あるので雨天時でも問題
なし。

（約 30 分）

あぶと本館、福山市農水産物加工ｾﾝﾀｰとも駐車場あり（P 代は無料）

前振り or 全旅クーポン or OATA クーポン
※ いずれの場合でも請求元は福山ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｲﾄｳとなります
※手配及び精算は一括
※ クーポンの場合、福山ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｲﾄｳ宛てに発券下さい。
して行います
※ 売掛の場合、請求書到着後、当月末迄に支払い下さい。
7
日前まで無料、6～4 日前 20％、3～2 日前 30％、1 日前 80％、当日 100％
キャンセル規定
精算方法

人数減

前日 16：00 まで対応可能

その他注意事項

1.

農水産物加工センターでは買物 R はありません。また、トイレの数が１つなので、直前の

2.

阿伏兎エリア⇔鞆の浦エリアは道が狭い為、大型バスでは最短移動出来ません。バス
移動の場合は大回りする必要があるので 50 分程度かかります。

SA や道の駅等でトイレを事前に済まされる事をお勧めします。

連絡先（当日変更等にご活用下さい。企画内容詳細は現地ではお応え出来ない場合もあります。）

昼食
体験

所在地

当日変更連絡先

あぶと本館

広島県福山市沼隈町能登原阿伏兎 1416-7

084-987-0416

福山市農水産物加工ｾﾝﾀｰ

広島県福山市内海町ロ 393-4(内海食品直売店隣り)

(ひよりの里)

GoogleMap で検索時は『住所+内海食品直売店』で。

090-1182-3501(兼田)

お問い合わせ・ご予約、詳細はこちら

㈲福山サービスセンターイトウ

〒720-0032 広島県福山市三吉町南
1-11-30
TEL：084-923-2022 FAX：084-924-5755

