
◆愛知尾張の名城・清洲城・犬山城・小牧城を訪れます！
◆犬山名物松野屋の「でんがく定食」をご賞味！
◆紅葉の名所犬山寂光院を参拝
◆しるこサンドで有名な松永製菓の直営店
「パインツリーファクトリー」が9月にリニュー
アルオープン！（お菓子のプレゼント付！)

ツアーおすすめポイント！！

出発日
11月 22・30
12月 11・17・19

11月 26  
12月 6・13・17・22

出発日
11月 29　
12月 3・10・13・20・24

出発日
12月 4・8・12・15・
　　19・22・24

出発日
12月 4・8・13・
　　 16・25

出発日
11月 27
12月 3・10・17・26

出発日
11月 23・28
12月 2・5・10・19・21

「秋冬の旅」「秋冬の旅」「秋冬の旅」 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

◆車内では必ずマスク着用していただきます。
◆ご集合時に検温をさせていただきます。
（37.5度以上の方には乗車をご遠慮いただきます。）
◆車内では飲酒・飲食・大声での会話はお控え下さい。
◆車内にお客様のご利用いただける消毒液を設置しており
ます。

新しい旅のエチケット 2021年11月～12月2021年年11111 月～122月11 月2021年11月～12月2021年11月～12月

※愛知県在住の方が補助の対象となります。
※お日にちによりご希望の日程がご準備出来ない場合があります。
※お申込みの際には別紙旅行条件書を必ずお読みください。
※取消料は補助前の旅行代金を基準に算出されます。
※旅行代金の補助は先着順にて承ります。
補助金の予算が消化され次第、キャンペーン価格での
販売は終了します。

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名

旅行代金（お1人様）

本場知多半島の本場知多半島の半本場知多半本場知多半島本場知多半島

4,000円⇒2,000円
大人・小人同額

（このツアーは愛知県から2,000円の補助を受けています。）

旅行代金（お1人様）

10,000円⇒5,000円
大人・小人同額

（このツアーは愛知県から5,000円の補助を受けています。）

旅行代金（お1人様）

10,000円⇒5,000円
大人・小人同額 大人・小人同額

（このツアーは愛知県から5,000円の補助を受けています。）

6,000円⇒3,000円
大人・小人同額

（このツアーは愛知県から3,000円の補助を受けています。）

旅行代金（お1人様）

8,000円⇒4,000円
大人・小人同額

（このツアーは愛知県から4,000円の補助を受けています。）

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名

旅行代金（お1人様）

8,000円⇒4,000円
（このツアーは愛知県から4,000円の補助を受けています。）

旅行代金（お1人様）

10,000円⇒5,000円
大人・小人同額

（このツアーは愛知県から5,000円の補助を受けています。）

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名 日帰り 添 乗 員

最少催行
なし
20名

旅行代金（お1人様）

8,000円⇒4,000円
大人・小人同額

（このツアーは愛知県から4,000円の補助を受けています。）

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名

◆商売繁盛・家内安全など
にご利益があるパワー
スポット豊川稲荷を訪れ
ます！
◆夕食はカニ・カキ・新鮮
浜焼き・スイーツ食べ
放題！
◆ミカン狩りで狩り食べ放
題＆みかん詰め放題付！
◆ラグーナテンボス入園券付
「光のラグーン」が新登場！

ツアーおすすめポイント！！

名古屋駅発（8：00）＝＝＝＝＝＝香嵐渓
第66回 香嵐渓もみじまつり開催中（自由散策）　

香嵐渓（14：00）＝＝＝＝＝＝おいでん市場（お買物）＝＝＝＝＝＝名古屋着（17:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（10：00）＝＝清洲城（自由散策）＝＝犬山名物でんがく定食（昼食）＝＝国宝犬山城（散策）＝＝
犬山寂光院（参拝）＝＝小牧山城（散策）＝＝パインツリーファクトリー（お買物）＝＝名古屋着（17:30頃）

スケジュール

名古屋駅発（13：00）＝＝＝みそぱーく（工場見学＆お買物）＝＝＝お茶松鶴園（見学＆呈茶＆
スイーツ試食）＝＝＝一色さかな広場（お買物）＝＝＝＝三河一色（夕食「ひつまぶし」をご賞味）
＝＝＝デンパークイルミネーション（入園）＝＝＝名古屋着（20：00頃）

スケジュール

でんがく定食でんがく定食でんがく定食

おいでん市場おいでん市場おいでん市場

小牧山城にてボランティアガイドがご案内します。小牧山城にてボランティアガイドがご案内します。小牧山城にてボランティアガイドがご案内します。犬山城にてボランティアガイドがご案内します。犬山城にてボランティアガイドがご案内します。犬山城にてボランティアガイドがご案内します。

名古屋駅発（10：30）＝＝ふぐ料理の宿にて絶品ふぐ料理をご堪能！＝＝尾張高野山宗総本山
岩屋寺（参拝）＝＝＝魚ひろば（お買物）＝＝＝鯛祭り広場（お買物）＝＝＝名古屋着（17:30頃）

スケジュール

名古屋駅発（13：00）＝＝豊川稲荷（参拝）＝＝蒲郡オレンジパーク（夕食＆スイーツバイキング
＆みかん狩り）＝＝ラグーナテンボス（イルミネーション観賞とお買物）＝＝名古屋着（20:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（9：00）＝＝＝伊良湖ビューホテル（ランチ）＝＝いちご狩り（60分食べ放題 ※練乳無料）
＝＝＝有楽製菓「ブラックサンダー」直営店（お買物）＝＝＝名古屋着（19：00頃）

スケジュール 名古屋駅発（9：30）＝＝＝＝無量寺（ガン封じ寺）参拝！＝＝＝西浦温泉　ホテル龍城（たつき）
昼食＆入浴＝＝＝＝蒲郡海鮮市場（お買物）＝＝＝＝＝えびせんべいとちくわの共和国（お買物）
＝＝＝＝名古屋着（17：30頃）

名古屋駅発（9：30）＝＝INAXライブミュージアム（見学）＝＝セントレアホテルランチブッフェ（昼食）
＝＝＝めんたいパーク（お買物）＝＝魚太郎本店鮮魚市場（お買物）＝＝おかき屋辰心（お買物）
＝＝＝名古屋着（16:30頃）

スケジュール

◆三河一色うなぎ割烹山水亭
でうなぎ「ひつまぶし」をご賞
味！

◆みそパーク（八丁味噌工場）
でちょっぴりプレゼント！
（かけるみそ50ｇと
 100円クーポン券付）

◆西尾のお茶松鶴園にて呈茶
＆抹茶スイーツがご試食頂
けます。

ツアーおすすめポイント！！

◆絶景伊良湖ビューホテルのレ
ストランにてランチをご堪能！！
●12/4・25出発はブッフェ、
12/8・13・16出発は
和洋中MIX膳となります。

◆ブラックサンダー直営店で
お菓子のお買物！
ブラックサンダーバラエ
ティーセットプレゼント！
（商品の中身はお日にち
 により変更になります）

◆旬ないちごが
食べ放題！（60分）

ツアーおすすめポイント！！

◆ガン封じ寺無量寺参拝
◆西浦温泉「ホテル龍城」にて
入浴＆昼食でリフレッシュ！
◆蒲郡海鮮市場でちりめん
じゃこ盛り放題！

ツアーおすすめポイント！！

◆ふぐ料理の民宿釣船大友
にてふぐ料理をご賞味！
◆霊亀元年（7 1 5）建立
1300年以上の歴史を誇
る知多の古刹、縁結びの
ご利益で有名な「岩屋寺」
を訪れます。
◆魚ひろばでは産地価格で
お買物が楽しめます。

ツアーおすすめポイント！！
◆昼食はセントレアホテル
のランチ「北海道フェア」
をご賞味！
◆エリア最大級の鮮魚
市場にてお買物

◆おかきで有名おかき屋
辰心にご案内します。
（ちょっぴりプレゼント付）

ツアーおすすめポイント！！

≪お品書き例≫
ふぐ鍋、ふぐ刺、ふぐ唐揚げ、
小鉢、雑炊、漬物、デザート

・北海道の名物を
多数ご用意！

・LIVEコーナーで
は”にぎり寿司”を
はじめ、”ジンギス
カン”や”ぶりしゃ
ぶ”などでき立てを
ご提供！

みかん狩り食べ放題＋みかん詰め放題みかん狩り食べ放題＋みかん詰め放題みかん狩り食べ放題＋みかん詰め放題

有楽製菓直営店有楽製菓直営店有楽製菓直営店

ランチブッフェランチブッフェランチブッフェ 和洋中MIX膳和洋中MIX膳和洋中MIX膳

出発日 旅行代金（お1人様）旅行代金 お 人様）

8 000 4
大人・小人人同額人同額大人 小人

最少催行 2020名名

八丁味噌＆抹茶＆一色うなぎと
デンパークイルミネーション
八丁味噌＆抹茶＆一色うなぎと
デンパークイルミネーション
八丁味噌＆抹茶＆一色うなぎと
デンパークイルミネーション

出発日 旅行代金（お1人様）旅行代金（お1人様

0 000 0
大人・小人同額大人・小人同額

最少催行 2020名名

伊良湖ビューホテルでランチと
いちご狩り
伊良湖ビューホテルでランチと
いちご狩り
伊良湖ビューホテルでランチと
いちご狩り

出発日

11月 14～30日の毎日
※月曜日は除く

日帰り 最少催行 2020名名

旅行代金（お1人様）旅行代金（お1人様）旅行代金（ 人様）大人・小人同額大人・小人同額大人 小人同額出発日

香嵐渓もみじまつりライナー香嵐渓もみじまつりライナー香嵐渓もみじまつりライナー

◆紅葉の名所香嵐渓を訪れます。
◆名物茶屋井の上の五平餅ご賞味券プレゼント！

ツアーおすすめポイント！！

かに足・牡蠣・ホタテ・
さざえ・本ビノス貝（白
蛤）・さごし・えび・アジ
の開き・とうもろこし・
赤ウィンナー・ブラック
カレー・焼き野菜・サ
ラダ・白飯・スイーツ・
ドリンクバー・みそ汁
（海鮮使用）…等。

ちりめんじゃこ盛り放題に挑戦！ちりめんじゃこ盛り放題に挑戦！ちりめんじゃこ盛り放題に挑戦！ 蒲郡海鮮市場蒲郡海鮮市場蒲郡海鮮市場

出発日

最少催行 2020名名

旅行代金（お1人様） 大人・小小人同額

西浦温泉で
入浴＆昼食と海鮮お買物
西浦温泉で
入浴＆昼食と海鮮お買物
西浦温泉で
入浴＆昼食と海鮮お買物
西浦温泉で
入浴＆昼食と海鮮お買物

L1

L2

出発日 大人・小人同額旅行代金（お1人様）

最少催行 2020名名

　　　　　　  ブッフェランチと
 鮮魚市場お買物
　　　　　　  ブッフェランチと
 鮮魚市場お買物
　　　　　　  ブッフェランチと
鮮魚市場お買物

L3 L4

L5 L6

L7 L8

◆◆ 愛知県民のための旅行 ◆◆

おすすめバス旅行おすすめバスおすすめバス旅行
“Web会員”登録で お得なクーポンがGETできるかも…お得なクーポンがGETできるかも…

※おいでん市場立ち寄りは交通状況より割愛させて頂く場合があります。

※このコースは2名以上でお申込みください。

この写真は2人前です。この写真は2人前です。この写真は2人前です。
ジャムジャムツアーはジャムジャムツアーは
●特選バス旅行 ●スキー＆スノーボードツアー テーマパークへの旅など 24時間受付可能

旅行代金（お1人様）

ランチブッフェ（90分） 北の大地からの贈り物　　　～美食の宝庫　北海道～

カニ・カキ・海鮮浜焼き＆スイーツ食べ放題（60分）

出発日 旅行代金（お1人様）旅行代金（お1人様）大人・小人同同額同額人同同大人・小人

最少催行 名名

カニ・カキ（　　  ）食べ放題&みかん狩りと
ラグーナテンボスイルミネーション
カニ・カキ（　　  ）食べ放題&みかん狩りと
ラグーナテンボスイルミネーション
カニ・カキ（　　  ）食べ放題&みかん狩りと
ラグーナテンボスイルミネーション

おみやげ付
新鮮
浜焼き
新鮮
浜焼き

大人・小人同額

日帰り 最少催行 20名20名名名名0022L1

旅行代金（お1人様）

紅葉名所 尾張のもみじでら 寂光院と
　　 尾張３城巡り

紅葉名所 尾張のもみじでら 寂光院と
　　 尾張３城巡り

紅葉名所 尾張のもみじでら 寂光院と
尾張３城巡り

ジャムジャムツアーは
●特選バス旅行 ●スキー＆スノーボードツアー
●テーマパークへの旅など 24時間オンライン受付可能

名古屋

◆ふぐ
にて
◆霊
13
る知
ご利
を訪
◆魚ひ
お買

ツアーツツアアツツツツツアツアツアツアアアーアア

民のための旅行 ◆◆◆◆

も…も…かもかもももももか ……かもかももかも…

へへへへへへへへへへの旅の旅の旅の旅の旅の旅の旅の旅の旅の旅の旅などなどなどなどなどなどなどなどなどなどなど 242422 時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間受受受受受受受受受受受付可能

食　事 昼食付昼食付

食　事 昼食付昼食付 食　事 昼食付昼食付

食　事 昼食付昼食付 食　事 昼食付昼食付

食　事 夕食付夕食付食　事 夕食付夕食付

食　事 なしなし

テテテテテテテ クククククへクへクへクククククククク
WEB申込が
お得！

（LOVE あいちキャンペーン商品は除く）

犬山城・小牧山城
ボランティアガイド案内付

「北海道フェア」「北海道フェア」「北海道フェア」「北海道フェア」

スケジュール

夕食「ひつまぶし」付

島の島の島の島の

お1人様）代金（お

0 0000 00
大人・小人同額 ※このコースは2名以上で

を食べに行こう！を食べに行こう！を食べに行こう！を食べに行こう！

清洲城 小牧山
城
犬山城



快適バスの旅　ジャムジャムツアー ご予約・お問い合わせ

旅行企画・実施 愛知県知事登録旅行業第2-625号　全国旅行業協会会員

名古屋市中区錦1-8-18 
錦ハーモニービル2Fジャムジャムツアー　　　　検索

この旅行は日本ユース旅行株式会社（以下「当社」）が企画・実施するもので、参加されるお客雅と当社との契約は各コース毎に記載されてい
る条件及び、別途お渡しする取引条件説明書（ご旅行条件書）及び社旅行約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

①最少催行人数/各コースに表示があります最少催行人数に満たない場合は、旅行を中止にすることがあります。②宿泊コース/特に指定のないコースの小人・幼児料
金につきましてはお問合せください。また大人・小人で２名１室利用の場合、小人料金の適用はできません。お部屋は和室・洋室・和洋室のいずれかを使用致します。禁煙・
喫煙はお選びいただけません。③旅行代金/満12歳以上の方は大人、満6歳以上12歳未満を小人といたします。④添乗員は各コースによりますが、ガイドは同行いたしま
せん。⑤各スケジュールは交通事情・天候・現地事情によって、旅程・見学場所・食事内容などが変更になる場合があります。⑥詳しい旅行条件は弊社ホームページ上に
掲載しております。ご確認の上お申し込みください。（https://jamjamtour.jp/condition_tour.html）  ⑦利用バス会社/原則「ジャムジャムエクスプレス」を利用しますが、
コース・日程によっては他社契約バス会社を利用する場合もございます。（https://jamjamtour.jp/safety_tour.html）⑧お客様の個人情報はお客様との連絡や運送・宿
泊機関等の手配の為にご利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。⑨取消料/お客様の都合により取消される場合、以下の取消
料を申し受けます。⑩写真は全てイメージとなります。⑪紅葉時期は前後する場合がありますが紅葉状況に関わらず催行確定したツアーは出発致します。

「国内旅行傷害保険」ご加入のおすすめ
当社ではお客様が予期せぬケガやトラブルに遭遇した場合、旅行業約款に基づく補償をいたしますが、別
途、お客様自身で十分な額の旅行傷害保険にご加入することをおすすめいたします。当社へ直接お問い
合わせいただくか、当社ホームページでご案内している旅行保険オンラインサイトからお申込みください。

①

ご案内とお願い

本紙以外にもホーム
ページ上にお得なコー
スを多数ご用意してお
ります。

24時間オンライン予約OKアプライジンググループ

☎050-3802-1544
平　日／11：00～19：00　土日祝／11：00～18：00

<取消日 : 旅行開始日の前日から起算、取消料 : 旅行代金に対する料率>※お取消受付時間は、営業時間内となります。
宿泊コース
夜行日帰り
日帰り

出発の20日前～8日前まで:20％ 出発の7日前～
2日前まで:30％

出発の前日:40％ 出発の当日:50％
無連絡・不参加及び
旅行開始後:100％

出発の10日前～8日前まで:20％

https://jamjamtour.jp

添 乗 員
最少催行

同行
20名ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増
往復で
3,000円増 食　事トイレ付

ゆったり日帰り 添 乗 員
最少催行

同行
20名ひ

Wシート 食　事 昼食付昼食付トイレ付
ゆったり日帰り

名古屋駅発（7:30）＝＝＝＝カニ・ブリ海鮮御膳の昼食＝＝天橋立ビューランド/
知恩寺/松並木など自由散策＝＝＝＝＝日本海さかな街＝＝＝＝＝名古屋駅着（19：00頃）

スケジュール

出発日

10,800円
11月16・23・27
12月4・10

旅行代金
（お1人様） 大人・小人同額

◆11月に解禁したばかりのカニを
中心にした海鮮御膳をご用意！

ツアーおすすめポイント！！

名古屋駅発（9:00）＝＝円山公園内　京料理 いそべにて湯豆腐膳の昼食（舞妓さん演舞とともに）・・・
円山公園・八坂神社など散策＝＝高台寺（拝観）＝＝清水寺（拝観・散策）＝＝＝名古屋駅着（18:30頃）

スケジュール

出発日

11月14・19・23・26・30
12月4

大人・小人同額

◆舞妓さんが目の前で踊って、お酌
していただけます！
◆湯豆腐膳をゆっくり堪能いただけます！
◆昼食が円山公園内の為、お時間内
でしたら円山公園・八坂神社など
散策もいただけます。

ツアーおすすめポイント！！

天橋立ビューランド天橋立ビューランド天橋立ビューランド

紅葉の清水寺紅葉の清水寺紅葉の清水寺

舞妓さん（イメージ）舞妓さん（イメージ）舞妓さん（イメージ）

文殊の知恵でも有名な知恩寺文殊の知恵でも有名な知恩寺文殊の知恵でも有名な知恩寺

昼食（イメージ）昼食（イメージ）昼食（イメージ）

添 乗 員
最少催行

なし
20名ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増
往復で
3,000円増 食　事 昼食付昼食付トイレ付

ゆったり日帰り

添 乗 員
最少催行

なし
20名ひとりで2席

Wシート 往復で
5,000円増
往復で
5,000円増
往復で
5,000円増

トイレ付
ゆったり

名古屋駅発（8:30）＝＝＝＝鳥羽浦村　牡蠣食べ放題＝＝＝＝二見・夫婦岩＝＝＝
＝＝伊勢神宮（内宮）※参拝・おはらい町通り・おかげ横丁散策（約150分）＝＝＝
＝＝名古屋駅着（18:30頃）

スケジュール

出発日 8,200円11月18・27
12月⑤・13・18

旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額
※乳児・幼児連れのお客様の予約は
　承ることができません。

◆鳥羽湾を眺めながら海上で焼き牡蠣が80分食べ放題
◆伊勢神宮はたっぷり2時間半！参拝・お買い物の時間をご用意！

ツアーおすすめポイント！！

伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮

牡蠣食べ放題イメージ牡蠣食べ放題イメージ牡蠣食べ放題イメージ

湯豆腐膳
・ゆば冷しあん・炊合せ
・包みゆば揚げ出し
・湯豆腐・茶碗蒸し
・ちりめん山椒ご飯・香物
・白味噌仕立て

添 乗 員
最少催行

同行
20名ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増
往復で
3,000円増 食　事 昼食付昼食付トイレ付

ゆったり日帰り

添 乗 員
最少催行

同行
20名ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増
往復で
3,000円増 食　事 昼食付昼食付トイレ付

ゆったり日帰り

と と

名古屋駅発（8:00）＝＝＝＝＝比叡山延暦寺（特別公開 1200年記念）＝＝＝＝＝＝＝
松喜屋「近江牛サーロインステーキ」（昼食）＝＝＝百済寺（日本の紅葉百選）＝＝＝
永源寺（滋賀県屈指の紅葉の名所）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝名古屋駅着（19:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（7:30）＝＝壇上伽藍（蛇腹道と言われる紅葉スポットでも有名）＝＝高野山（昼食）＝＝
＝高野山奥之院（専任ガイドにてご案内・ガイドイヤホン付）＝＝清浄心院 鳳凰奏殿・永山帰堂
（令和元年に落慶した豪華絢爛な護摩堂など自由観覧）＝＝＝＝＝＝＝＝名古屋駅着（20:00頃）

スケジュール

出発日

14,500円
11月14・⑱・24

旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額

出発日

8,500円
11月⑭・⑱

旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額

◆伝教大師最澄 遷化1200年記
念 世界遺産「比叡山延暦寺」東
塔特別公開

　根本中堂・法華総持院東塔・戒
壇院内陣拝観（戒壇院は今回
が初公開）

◆昼食は松喜屋本店にて7,000
円相当の近江牛サーロインの
石焼をご用意！

ツアーおすすめポイント！！

◆「壇上伽藍」「奥之院」を現地ガイ
ドと共に巡ります。
◆「壇上伽藍」「奥之院」ではガイ
ディングイヤホン付。
◆昼食は松茸づくし御膳をご用意。

ツアーおすすめポイント！！

永源寺山門の紅葉永源寺山門の紅葉永源寺山門の紅葉

比叡山延暦寺比叡山延暦寺比叡山延暦寺本格近江牛サーロインステーキ
の石焼膳（7,000円相当）

本格近江牛サーロインステーキ
の石焼膳（7,000円相当）

本格近江牛サーロインステーキ
の石焼膳（7,000円相当）

カキフライ・カキ味噌汁・カキ時雨煮もついてます！

12,000円
11月⑫

旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額

◆混雑を避けて早朝の華厳の滝を拝むことができます。
◆世界遺産の日光東照宮を朝からたっぷり満喫！

ツアーおすすめポイント！！

添 乗 員
最少催行

なし
25名ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増
往復で
3,000円増 食　事 昼食付昼食付日帰り

年末お買物ツアー！年末お買物ツアー！年末お買物ツアー！年末お買物ツアー！年末お買物ツアー！

名古屋駅発（9:30）＝＝日本海さかな街（お買い物＆昼食）※昼食クーポンにてお好みのお店で
食事（約150分）＝＝＝小牧かまぼこにてお買物（約30分）＝＝＝＝名古屋駅着（17:00頃）

スケジュール

出発日

7,500円12月25・26・27・28・29

旅行代金（お1人様）

大人・小人同額

◆2,000円分のランチクーポンで食べ歩き！
　残った食べ歩きクーポンはおみやげにも利用可能！
◆さかな街にて5種類のおみやげプレゼント！
　（アジ干物、黄金だし、わかめ、かつおぶし、とろろ汁など）
◆小牧かまぼこにておひとり様竹輪1本プレゼント！

ツアーおすすめポイント！！

昼食の一例昼食の一例昼食の一例

※さかな街にてのプレゼントは、在庫状況等により一部内容が変更となる場合がございます。

日本海さかな街＆小牧かまぼこ

　松茸づくし御膳　松茸づくし御膳　松茸づくし御膳

＝＝＝＝（7:00頃着）華厳の滝＝＝＝＝日光カステラ本舗（休憩＆カステラ試食）・・・・・・・・・
日光山輪王寺（朝の勤行見学）・・・・日光東照宮（各自散策）・・・・・日光東照宮（13:30発）
＝＝＝名古屋駅着（21:00頃）

スケジュール
1

2

名古屋駅発（22:00）＝＝豊田市駅発（23:00）＝＝東岡崎駅発（24:00）＝＝

紅葉の名所 高尾山紅葉の名所 高尾山紅葉の名所 高尾山紅葉の名所 高尾山
出発日

8,800円11月⑲・26
12月3

旅行代金（お1人様）

大人・小人同額

◆年間300万人もの登山客が訪れる世界一
登山客の多い山を訪れます。

◆「明治の森高尾国定公園」内にある高尾山
には、植物・生き物の解説案内板が設置さ
れた「自然研究路」が6コースあります。
◆メインの「1号路」には薬王院をはじ
め、たくさんの見どころやグルメス
ポットがあります。

ツアーおすすめポイント！！

＝＝＝＝＝＝（8:00頃着）　高尾山口駅＜高尾山自然研究路コース＞6時間滞在、
各自散策（14:00発）＝＝＝＝＝＝名古屋駅着（19:00頃）

スケジュール
1

2

名古屋駅発（22:00）＝＝豊田市駅発（23:00）＝＝東岡崎駅発（24:00）＝＝

日本一の
トレッキングの聖地　
日本一の
トレッキングの聖地　

※散策時の有料施設は各自負担となります。

115

87

109

13

世界遺産「比叡山延暦寺」特別公開世界遺産「比叡山延暦寺」特別公開世界遺産「比叡山延暦寺」特別公開

添 乗 員 同行Wシ ト 事トイレ付 添 乗 員
最少催行

同行
20名ひ

Wシート 食　トイレ付
ゆったり日帰り

舞妓さんと昼食！芸鑑賞付！舞妓さんと昼食！芸鑑賞付！

鳥羽浦村 焼き牡蠣食べ放題と
伊勢神宮！
鳥羽浦村 焼き牡蠣食べ放題と
伊勢神宮！
鳥羽浦村 焼き牡蠣食べ放題と
伊勢神宮！ 世界遺産 高野山  紅葉めぐり世界遺産 高野山  紅葉めぐり世界遺産 高野山  紅葉めぐり

世界遺産 秋の日光東照宮世界遺産 秋世 のの秋 日光東照宮世界遺産 秋の日光東照宮と華厳の滝世界遺産 秋の日光東照宮と華厳の滝世界遺産 秋の日光東照宮と華厳の滝
夜行日帰りプラン夜行日帰りプラン

◆行きは夜行バスなので仕事終わりでも気軽に参加可能！◆ゆったりシートを利用の為、朝までゆったり寛げます！◆トイレ付バスなので突如の時も安心です！

食　事 なし

※ケーブルカー・リフトの料金は含まれません。※日光東照宮の拝観券は料金に含まれています。　※華厳の滝ではエレベーターにはご乗車いただけません。

※延暦寺・百済寺・永源寺の拝観料は料金に含まれています。

※ビューランドでのゴンドラ・リフト代は料金に含まれています。 ※高台寺・清水寺の拝観料は料金に含まれています。

※○印は催行決定

➡

トイレ付
ゆったり

従来よりもゆったり
でワイドなお座席を
利用いただけます！

隣席を確保、一人で
広くゆったり利用し
たい方におすすめ！！ひとりで2席

Wシート 

最　大
36名乗

り

※全コース小人料金は
　お問合せください。

5,800円5,800円5,800円大幅
値下げ
！

日本海さかな街日本海さかな街日本海さかな街

※○印は催行決定

※○印は
　催行決定出発日※○印は　催行決定

※○印は催行決定

添 乗 員
最少催行

同行
20名ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増
往復で
3,000円増 食　事 昼食付昼食付トイレ付

ゆったり日帰り

名古屋駅発（9:00）＝＝＝実相院（床もみじ）＝＝＝南禅寺名店順正（ゆどうふコース）・・・
・・・南禅寺　各自散策＝＝＝＝名古屋駅着（18:30頃）

スケジュール

床もみじが美しい実相院拝観！相院拝観！実相院実相実い実実実実い実じが美し美しい実い実みじみじもみみ床ももみ床床もみじが美しい実相院拝観！床もみじが美しい実相院拝観！
南禅寺散策と
床もみじが美しい実相院拝観！

出発日

8,800円
11月16・20・㉔・29  12月1・6

旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額 ◆紅葉が床に映る美しい「床もみじ」に魅了！
◆昼食は南禅寺の名店順正の湯豆腐を堪能！
◆南禅寺では三門・水路閣など自由に散策
いただけます。

ツアーおすすめポイント！！

名古屋駅発（8:00）＝＝＝日本海さかな街（2,000円の昼食クーポン付・お買物）
＝＝＝三方五湖（レインボーライン山頂公園）＝＝＝＝若狭瓜割名水公園＝＝＝＝
メタセコイア並木＝＝＝鉄板ダイニング天満（夕食）＝＝＝名古屋駅着（20:00頃）

スケジュール

出発日
11月17・⑳・25・㉘  12月2・5・9

◆さかな街にて2,000円分のラン
チクーポン付
◆鉄板ディナー
　①近江牛ローストビーフサラダ ②近江
牛スープパスタ ③松茸近江牛ご飯 
④近江牛ステーキ80ｇ ④松茸20ｇ（約
1本分） ⑤名物お麩のフレンチトースト
と踊るアイス
◆５大おみやげ付
　①松茸1本 ②近江卵4個 ③近江米
1合150ｇ ④柿1個 ⑤胡麻製品

ツアーおすすめポイント！！
三方五湖・天空テラス三方五湖・天空テラス三方五湖・天空テラス

松茸松茸松茸 近江米近江米近江米 近江の卵近江の卵近江の卵

メタセコイア並木メタセコイア並木メタセコイア並木

イメージイメージイメージ

ゆどうふコースゆどうふコースゆどうふコース

名物ファイヤーパフォーマンス！！

※実相院の拝観料は料金に含まれています。　※南禅寺での散策時の有料施設は各自負担となります。

南禅寺 水路閣南禅寺 水路閣南禅寺 水路閣

実相院実相院実相院

南禅寺南禅寺南禅寺

実相院 床もみじ実相院 床もみじ実相院 床もみじ

14

三方五湖・天空のテラスと

京都屈指の紅葉京都屈指の紅葉京都屈指の紅葉

一頭買専門店で本格鉄板焼きディナー！

※レインボーライン山頂公園のリフト代は料金に含まれています。

※○印は催行決定

※○印は催行決定

トイレ付ゆったりバス
充実の装備！同じグループ会社のジャムジャムエクスプレス
で運行！安心のトイレ付・足もと広々・ゆったりリクライニン
グ・コンセント又はUSBポート付！


