
トイレ付
ゆったり1泊2日

添 乗 員
最少催行

同行
20名

食　事 夕食1回、朝食1回、
昼食1回

トイレ付
ゆったり1泊2日

ひとりで2席
Wシート 往復で

8,000円増
往復で
8,000円増

添 乗 員
最少催行

なし
20名

トイレ付
ゆったり1泊2日

ひとりで2席
Wシート 往復で

8,000円増
往復で
8,000円増

添 乗 員
最少催行

なし
20名

トイレ付
ゆったり3泊4日

ひとりで2席
Wシート 往復で

8,000円増
往復で
8,000円増

添 乗 員
最少催行

なし
20名

ツアーおすすめポイント！！

7月2・9・23・30　8月13・20　9月3
出発日 旅行代金（お1人様）

世世世世世世世世世世世世世世世世界 産 光光光光光光光光光光東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東 宮宮宮宮世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世界界遺産産産産産産産産産 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮世界遺産 日光東照宮8

名古屋駅発（21:00）＝＝＝豊田市駅（22:00）＝＝＝東岡崎駅（23:00）＝＝＝
スケジュール

1

2 ＝＝＝（8:30頃着）日光東照宮＜東照宮拝観券付＞各自散策（13:30発）＝＝＝名古屋駅着（21:00頃）

◆世界遺産の日光東照宮を朝からたっぷり満喫！

大人・小人同額
旅行代金（おひとり様）

7月2・16・21　8月6・20・27　9月10
出発日 旅行代金（お1人様）

12,000円 8,800円

名古屋駅発（21:00）＝＝＝豊田市駅（22:00）＝＝＝東岡崎駅（23:00）＝＝＝
スケジュール

1

2 ＝＝＝（8:00頃着）高尾山口駅＜高尾山自然研究路コース＞各自散策（14:00発）＝＝＝名古屋駅着（19:00頃）

ツアーおすすめポイント！！

8,800円））12,000円
9

◆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
◆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

大人・小人同額
旅行代金（おひとり様）

ののののののののののののののののののののののグググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググのののののののののののののの本本本本本本 のの本本本本 のののググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググのののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本一一のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの本本本本 のののののののののののの本本本本本本本本本本本本本日日日本本日本本本 グググググののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一日本一のトレッキングの
聖地 高尾山

夜夜夜夜夜行行行行行行行行行日日帰帰りりりりりりりプププププププララララランンンンン夜行日帰りプラン バスには安心の充電機能付

◆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！

トイレ付
ゆったり日帰り

添 乗 員
最少催行

なし
20名

食　事 なし
各自朝食・昼食ひとりで2席

Wシート 往復で
8,000円増
往復で
8,000円増

5

ホテル（7:30）＝＝＝扇沢-----アルペンルート通り抜け（黒部ダムを見学）---
-----立山駅（15:30）＝＝＝名古屋駅着（21:00頃）

スケジュール2日間 食事

1 夕食

朝食
昼食

2

※2日目の昼食はお弁当になります。

※〇日程は2日目と3日目の行程が入れ替わりになります。

◆憧れの山岳リゾート上高地もたっぷり約 3時間滞在！
◆大正池や河童橋を各自にて自由に散策！

◆長野県の扇沢駅と富山県の立山駅を結ぶ総延37.2kmの大規模な山岳観光ルート！
◆電気バス、ケーブルカー、ロープウェイ、トロリーバス、
高原バス等の乗り物代金がすべて料金に込み！

◆えん堤の高さ日本一の黒部ダム周辺を散策！
◆６月26日からは黒部ダムの観光放水を見学！
◆荷物はバスに預けて、少ない荷物で楽々通り抜け！

上高地

立山黒部
アルペン
ルート

トレレレレ キングととと上上上上上上トトト とととと上上上上キトトトトトトレレレレレッッッキキキキキンンンンンググググググとととととと上上上上上上高高高高高高地地地地地地地地地地地地22222日日日日日間間間間間間
雄大なる大自然！八方自然研究路
トレッキングと上高地2日間

2

八方自然
研究路

全景全景

洋室の一例洋室の一例

夕食の安曇野御膳夕食の安曇野御膳

上高地上高地

ホテルオークフォレスト

6月26日からは黒部ダムの観光放水！

ホテル＝＝＝＝八方駅～～ゴンドラ・リフト--第2ケルン--八方池--ゴンドラ・リフト～～
八方駅＝＝＝＝ホテル　白馬発（14:30）＝＝＝＝名古屋駅着（19:00頃）

スケジュール2日間 食事

1 夕食

朝食
2

1名1室

旅行代金（お1人様）
出発日

7月8・15・25・27・29　8月2・4・6・22・24・26・30　9月1・3
7月3・10・17・31　8月10・16・18・20・28
7月23　8月12・14

23,500円
25,500円
27,500円

2～5名1室

19,500円
21,500円
23,500円

1名1室
旅行代金（お1人様）

出発日

7月2・11・19・25・27・29　8月1・25・29
8月16・21
7月22・23・24　8月7・12

33,800円
35,800円
37,800円

2～5名1室
29,800円
31,800円
33,800円

名古屋駅発（7:30）＝＝＝＝上高地---（約３時間・自由散策&各自昼食）----上高地
＝＝＝白馬着（17:00頃）　  白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

名古屋駅発（7：30）＝＝＝上高地・・・（約3時間散策＆各自昼食）＝＝＝ホテルオーク
フォレスト（泊）

◆標高約3,776mの山頂から人生を変えるほどの美しいご来光を拝めます！
◆各出発地から五合目登山口まで直行で行けるのはバスツアーだからこそ！
◆山小屋は七合目以上を確約！八合目指定のプランもございます。
◆登山ガイド付だからご来光時間に合わせてスケジュール管理してもらえます！
◆下山後には入浴できるので2日分の汗や汚れもスッキリ！

4 富士登山 吉田口からの山頂アタックご来光ツアー富士登山 吉田口からの山頂アタックご来光ツアー
22,800円～26,300円22,800円～26,300円旅行代金

（おひとり様）

安心の富士山専任ガイド同行（登山全行程同行）プラン

お値打ち・安心の定番コース 人気NO１コース

■旅行代金(おひとり様)1泊2食　※大人・小人同額。

■富士山専任ガイド同行プラン共通スケジュール

※ガイドなしフリー登山プランは3,200円割引

■A チャレンジ富士登山 ■B まんぞく富士登山
山小屋
1泊2食

山小屋
1泊2食

七・八・本八合目山小屋
おまかせコース

八合目以上の山小屋
確約コース

●山小屋：七合目花小屋・七合目日の出館
 八合目白雲荘ほか（相部屋）

●山小屋：八合目白雲荘・本八合目トモエ館・
 八合目元祖室ほか（相部屋）

山頂お鉢めぐり（約90分）オプション
当日申込み500円（現地払い）
最少催行人員5名

※1日目の五合目到着から2日目の五合目到着までは他地区出発のお客様と合同での登山となります。交通状況により他地区出発のお客様の五合目
到着が遅れた場合には登山開始まで待ち時間が発生する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
※1日目の昼食時間は、途中のドライブインで時間を設けます。(各自負担)
※2日目の山小屋出発時間はご来光の時間や混雑状況にもよりますので、当日富士山専任ガイドがご案内します。
※当日の天候により山小屋～頂上・オプションのお鉢めぐりを中止させていただく場合がございます。

出発日
A：チャレンジ
B：まんぞく

部屋タイプ
相部屋
相部屋

■色出発日 ■色出発日 ■色出発日 ■色出発日 ■色出発日
22,800円 23,300円 23,800円 24,800円 25,300円
23,800円 24,300円 24,800円 25,800円 26,300円

ツアーおすすめポイント！！

上高地

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

7 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

8 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

9 月

名古屋・豊田・岡崎発着
A・Bプラン共通出発カレンダー

この他にも山小屋指定コース等のプランもご用意しております。
詳しくは弊社ホームページをご確認下さい。

コース案内

富士スバルライン五合目到着後、富士山専任ガイドと共に出発。途中休憩をしながら
七合目・八合目・本八合目山小屋を目指します。山小屋にて仮眠し、早朝再び富士山
専任ガイドと共に頂上を目指し出発（山頂ご来光）。当日オプションでお鉢めぐりツアー
に参加いただけます。（天候や現地混雑状況等によりお鉢めぐりを中止する場合がござ
います。)その後、富士山専任ガイドの指示のもとに下山開始。）

スケジュール(山小屋1泊2食付）2日間

1

2

食事

夕食

弁当

富士急雲上閣にて登山準備-----富士山専任ガイドと共に登山-----七・八・本八合目山小屋（仮眠）
15:00頃出発 約3～5時間

14:00頃着
名古屋====各地（豊田・岡崎）===〈新東名・富士スバルライン〉===富士スバルライン五合目===

七・八・本八合目山小屋--------富士山専任ガイドと共に登山-------山頂（ご来光・朝食/弁当）---
深夜（23:00～24:00頃）出発 約2～4時間
富士山専任ガイドの指示のもとに下山----富士スバルライン五合目===〈富士スバルライン〉===
6:00頃下山開始月約4時間 11:30頃出発
===泉水（入浴＆自由昼食　約90分）===〈新東名〉====各地（岡崎・豊田）====名古屋

 12:10～13:40頃 17:20～17:30頃 18:30頃

7:20発 8：40～8:50発

※豊田・岡崎の設定は毎日
ございません。出発日によっ
て変わりますのでお問合せ
ください。

【黒壁スクエア】
◆ガラスの街「黒壁スクエア」にて散策＆お買物三昧！
◆1,500円分のランチクーポン付！18店舗の中
からお好きなお食事をお楽しみください！

【ラ コリーナ近江八幡】
◆広い敷地に菜園や農園もあり心癒される自然
豊かな複合施設でお買物！

【鉄板ダイニング天満】
◆名物の鉄板パフォーマンスを満喫！
◆近江牛を使った５つのおみやげ付

名古屋駅発（9:00）＝＝長浜黒壁スクエア（散策・1,500円分のクーポンにて各自昼食/120分）＝＝国宝 彦根城（見学/約90分）
＝＝＝＝ラ コリーナ近江八幡（お買物）＝＝＝鉄板ダイニング天満にて夕食＝＝＝名古屋駅着（20:00頃）

スケジュール

6

近江牛肉スライス（200g）近江牛ハンバーグ（100g） 近江牛カレー（150g） 近江牛骨スープ（200g） 近江牛雑炊（200g）

名物ファイヤーパフォーマンス！！
一頭買専門店で本格鉄板焼きディナー！

古き良き街並みの黒壁スクエア古き良き街並みの黒壁スクエア

国宝　彦根城国宝　彦根城

絵本に出てきそうな雰囲気の
ラ コリーナ近江八幡
絵本に出てきそうな雰囲気の
ラ コリーナ近江八幡

出発日

12,200円
11,400円

7月17・25・31　8月8・22　9月4・12・20・23
7月5・8・12・21・27　8月3・11・16・20・26・31　9月7・16・28

ツアーおすすめポイント！！

◆絶景の天の橋立を上からの眺望でお楽しみいただけます！
◆昼食は日本海の高級魚のどぐろ御膳。
◆ワイナリーでゆっくりお買物！

名古屋駅発（7:30）＝＝＝天橋立ビューランド＝＝＝高級魚のどぐろ等の海鮮味覚御膳＝＝＝天橋立ワイナリー（見学・お買物）＝＝＝
伊根の舟屋（散策）＝＝＝名古屋駅着（19:30頃）

スケジュール

7

天の橋立天の橋立

伊根の舟屋伊根の舟屋 日本海の高級魚のどぐろ（イメージ）日本海の高級魚のどぐろ（イメージ）天橋立ワイナリー天橋立ワイナリー

出発日

10,800円
10,000円
旅行代金

7月11・23・25　8月8・22
7月1・14・16・20・28・30　8月3・6・11・16・20・25

ツアーおすすめポイント！！
◆憧れの山岳リゾート上高地もたっぷり約3時間滞在！
◆大正池や河童橋を各自にて自由に散策！

◆ゴンドラ・リフト往復乗車券がついてます！
◆白馬三山を鏡のように映す八方池まではゴンドラとリフトを乗り継ぎ、
約１時間半のトレッキングコースです。初夏から夏にかけての雪解け、
高地でしか見ることのできない高山植物を見ることができます。
◆八方駅からゴンドラと２本のリフトを乗り継いで標高1,830ｍの八方池山荘まで約40分。
八方池山荘から目的地の八方池までは約1.5km、およそ（片道）約90分です。木道コースは、
木を組み合わせた階段のように整備され、傾斜がなだらかで歩きやすくなっています。

ツアーおすすめポイント！！

自然の宝庫！
栂池自然園と上高地2日間

1

栂池
自然園

ワタスゲ湿原（7月中旬頃～）ワタスゲ湿原（7月中旬頃～） 夏でも残雪の覆われる白馬大雪渓夏でも残雪の覆われる白馬大雪渓

栂池自然園
標高約1,900m多様
な動植物の息づく自
然の宝庫！栂池自然
園は日本でも有数の
高層湿原。晴れた日
には白馬三山を中心
とする山々を望むこ
とができます！

ホテル---栂池高原駅～～ゴンドラ・ロープウェイ---栂池自然園（自由散策）---ゴンドラ・
ロープウェイ～～栂池高原駅--ホテル　栂池発（14:00）＝＝＝名古屋駅着（19:00頃）

スケジュール2日間 食事

1 夕食

朝食
2

1名1室

旅行代金（お1人様）
出発日

7月8・15・25・27・29　8月2・4・6・22・24・26・30　9月1・3

7月3・10・17・31　8月10・16・18・20・28

7月23　8月12・14

23,800円
25,800円
27,800円

2～5名1室

19,800円
21,800円
23,800円

名古屋駅発（7:30）＝＝＝＝上高地---（約3時間・自由散策&各自昼食）----上高地
＝＝＝＝栂池着（17:30頃）　 　白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

上高地 ◆憧れの山岳リゾート上高地もたっぷり約3時間滞在！
◆大正池や河童橋を各自にて自由に散策！

◆ゴンドラ・ロープウェイ往復乗車券、栂池自然園の入園券すべてがついてます！
◆自然園の６月中旬～７月上旬はミズバショウ、シラネアオイ、チングル
マ、ニッコウキスゲの大群落が、７月からの夏の時期はもっとも花の多
い季節となりワタスゲの果穂など個性豊かな花々が出迎えてくれます。
◆園内一周で約３時間30分、周り方によって様々なルートがござ
います。ルートによっては１時間ほどで周ることもできます。
ご自分のペースでお楽しみいただけます！

ツアーおすすめポイント！！

食　事 夕食1回
朝食1回

食　事 夕食1回
朝食1回

夏の栂池自然園はもっとも花の多い季節夏の栂池自然園はもっとも花の多い季節

兔平駅横に隣接するオープンテラス兔平駅横に隣接するオープンテラス 白馬三山も望める黒菱湿原白馬三山も望める黒菱湿原

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

八方自然研究路
日本で最も美しい場
所 36 選に選出され
た『八方池』八方尾
根の中腹から八方池
まで続くトレッキン
グコース。間近に迫
る北アルプスは圧巻
の景色です！ 標高2060ｍにある八方池標高2060ｍにある八方池

ゾゾ トト山岳リゾ ト満喫！白馬山麓＆ゾ トトト ＆山岳リゾート満喫！白馬山麓＆山山山山山岳岳岳岳岳リリリリリゾゾゾゾゾートトトトト満満満満満喫喫喫喫喫！！！！！白白白白白馬馬馬馬馬山山山山山麓麓麓麓麓＆＆＆＆＆
上上上上 地＆＆＆大大大 ダムムム4上上上上高高高高地地地地＆＆＆＆大大大大迫迫迫迫力力力力ののの黒黒黒黒部部部部ダダダダムムムム4444日日日日間間間間
山岳リゾート満喫！白馬山麓＆
上高地＆大迫力の黒部ダム4日間

3

ホテル＝＝＝八方駅～～ゴンドラ・リフト---第2ケルン--八方池---ゴンドラ・リフト～～
八方駅＝＝＝ホテル 白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

スケジュール2日間 食事

1 夕食

朝食
夕食
朝食
昼食
夕食

朝食

2

1名1室

旅行代金（お1人様）
出発日

7月27　8月④・14　9月①
7月29　8月⑱・⑳・26　
7月㉓　8月10・12

49,100円
53,100円
57,100円

2～5名1室

39,100円
43,100円
47,100円

名古屋駅発（7:30）＝＝＝上高地---（約3時間・自由散策&各自昼食）----上高地
＝＝＝白馬（17:00頃）＝＝＝栂池着（17:30頃）　　 白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

◆八方でのゴンドラ・リフト、黒部ダムで
の電気バス・遊覧船、栂池でのゴンドラ・
ロープウェイ・自然園入園券がついてい
ます！

◆絶景の名所が目白押し！標高約1,500ｍ
の景勝地、上高地でたっぷり約３時間滞
在！

◆標高2,060ｍの高地にある自然の池、八
方池を目指します。鏡のように映し出さ
れる白馬三山が圧巻！

◆黒部ダムの観光放水、湖面から眺められ
る遊覧船ガルベ乗船など黒部渓谷をお楽
しみいただけます！

◆標高約1,900ｍの日本でも有数の高層湿原、
この季節は多くの花々を栂池自然園で鑑賞
いただけます！

ツアーおすすめポイント！！
食　事 夕食3回、昼食1回

朝食3回

栂池自然園栂池自然園

黒部ダムの観光放水黒部ダムの観光放水

遊覧船ガルベ遊覧船ガルベ

八方池八方池

・全室バス・トイレ付
（シャワートイレ）
・温泉大浴場付

3 ホテル＝＝＝扇沢＝＝＝黒部ダム（散策）※遊覧船ガルベ乗船券付＝＝＝扇沢＝＝＝安曇
野そば（昼食）＝＝＝安曇野ワイナリー＝＝＝ホテル　白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

4 ホテル---栂池高原駅～～ゴンドラ・ロープウェイ---栂池自然園（自由散策）---ゴンドラ・
ロープウェイ～～栂池高原駅--ホテル　栂池発（14:00）＝＝＝名古屋駅着（19:00頃）

トイレ付
ゆったり日帰り

添 乗 員
最少催行

同行
20名

食　事 昼食1回、
夕食1回

1泊2日
添 乗 員
最少催行

なし
1名

食　事 夕食1回、
弁当1回

トイレ付
ゆったり日帰り

添 乗 員
最少催行

同行
20名

食　事 昼食1回
ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増

ひとりで2席
Wシート 往復で

8,000円増
往復で
8,000円増

黒壁スクエア＆彦根城と
天満の近江牛ディナー！

黒壁スクエア＆彦根城とと黒壁スクエア＆彦根城とと黒壁スク
牛デ天満の近江牛牛ディナ天満の近江牛牛ディナナー！

黒壁スクエア＆彦根城と
鉄板ダイニング天満の近江牛ディナー！

上上上上上上上高地地上高地上上上高高高高地地地地地地地地地上上高高地地 ア トペンル トトトトトルルルペペペンンンルアル立 アアアル立立立 アア ペンンルルペ トトトンルペン立立立山黒部アルペンルー立立立立山山山山黒黒黒黒部部部部アアアルルルペペペンンンルルルーーートトトトーートトトトトトトトト立山黒黒部部
り け通通通通りりりり抜抜抜抜けけけけ！！！！2222日日日日間間間間

上高地と立山黒部アルペンルート
通り抜け！2日間

ツアーおすすめポイント！！

（イメージ）（イメージ）

お部屋の一例お部屋の一例

例年のイメージ例年のイメージ

（イメージ）（イメージ）

白馬山麓地区温泉ホテル

・全室バス・トイレ付（シャワートイレ）
・温泉大浴場付

（イメージ）（イメージ）

全景全景

お部屋の一例お部屋の一例

全景全景

ホテルグランジャム栂池
・温泉大浴場付

ホテルマリオンシナノ

（❶～❸コース共通）

24時間365日WEB予約
でも受付中！

◆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
感染リスクを避けて
安心で楽しい旅行

2021年7月～9月

トイレ付ゆったりシートのバスで走れるのはジャムジャムツアーだからできること！
新しい旅のエチケット

このチラシ作成時点においてGoToトラベルキャン
ペーン事業は一時停止期間中となります。国の方針
で事業が再開および支援内容・支援額が確定した時
点より随時対応致します。それまでは各コースの表示
の旅行代金でのお支払となります。

このチラシ作成時点においてG T トラ

GoToトラベルについて

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！

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 

夏の旅
最　大36名乗り

トイレ付ゆったりバス

※全コース小人料金はお問合せください。



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。

「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 少催行人数 各 表

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％

◆女性の願いを叶えてくれる人気の「石神さん」を参拝！
◆伊勢神宮はたっぷり3時間！参拝・お買い物の時間をご用意！
◆おかげ横丁、おはらい町などで使えるお餅三昧クーポン付！

ツアーおすすめポイント！！

食べ歩き
クーポン付！

19 外宮・内宮の両周り！外宮・内宮の両周り！ 20女性の願いを叶える石神さんと
二見興玉神社＆伊勢神宮参拝！
女性の願いを叶える石神さんと
二見興玉神社＆伊勢神宮参拝！

たっぷり滞在3時間！

◆現地での滞在時間は、
たっぷり約4時間！
◆大正池や河童橋を自由に散策！
◆上高地散策マップ付
（モデルコース詳細付）

ツアーおすすめポイント！！

◆日本最大級のキウイフルーツ
農園でキウイ食べ放題！
◆掛川城が見える掛川城公園を散策！
◆日本一の大茶園牧之原台地に
位置するお茶専門のミュージ
アムでお買物もできます！

ツアーおすすめポイント！！

◆伊勢神宮外宮・内宮を両方、参拝できます！
◆内宮ではたっぷり3時間のフリータイム！

名古屋駅発（7:00）＝＝大正池（11:00）＝＝上高地バスターミナル（11:05）・・・・
各自散策・・・・上高地バスターミナル（15:15発）＝＝＝名古屋駅着（19:30頃）

スケジュール

1711

上高地日帰りの旅上上高地日日帰りの旅上上高地日日帰りの旅上高地日帰りの旅
10 憧れの山岳リゾート 18

西浦温泉ホテル龍城のランチと温泉入浴！西浦温泉ホテル龍城のランチと温泉入浴！
たつきたつき

約4時間
滞在！

名古屋駅発（9:30）＝＝無量寺参拝（ガン封じで有名）＝＝西浦温泉 ホテル龍城 ・・・出発時間まで温泉や食事でお楽しみください・・
・・・・ ホテル＝＝蒲郡海鮮市場（お買い物）＝＝えびせん工房（お買い物）＝＝名古屋駅着（18：00頃）

スケジュール

名古屋駅発（9:30）＝＝＝伊勢神宮外宮（約40分）＝＝＝＝伊勢神宮内宮 ※参拝・
各自昼食・おはらい町通り・おかげ横丁散策（約180分）＝＝名古屋駅着（18:00頃）

名古屋駅発（7:30）＝＝二見興玉神社・夫婦岩＝＝女性の願いを叶えてくれる石神さん＝＝＝伊勢神宮（内宮）
※参拝・各自昼食・おはらい町通り・おかげ横丁散策（約180分）＝＝＝名古屋駅着（18:00頃）

スケジュール

伊勢神宮内宮伊勢神宮内宮

内宮・宇治橋内宮・宇治橋

夫婦岩夫婦岩

石神さん石神さん

おかげ横丁おかげ横丁

おかげ横丁おかげ横丁

舞妓さん（イメージ）舞妓さん（イメージ）

展望大浴場『眺涛の湯』展望大浴場『眺涛の湯』

『夕波』八丁味噌仕立ての海鮮鍋（イメージ）『夕波』八丁味噌仕立ての海鮮鍋（イメージ）

河童橋河童橋

大正池大正池

岳沢湿原岳沢湿原

明神池　明神池　 本堂地下にある「千佛洞めぐり」本堂地下にある「千佛洞めぐり」無量寺のガン封じの願掛け絵馬無量寺のガン封じの願掛け絵馬

◆舞妓さんの舞踏を見ながらお食事をいただけます。
◆舞妓さんと一緒に写真撮影が可能です！
◆高台寺と人気の清水寺をゆっくり参拝！

スケジュール

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

冷やし豆腐御膳冷やし豆腐御膳

舞妓さんと昼食！22約2000個の江戸風鈴の競演！約2000個の江戸風鈴の競演！
可睡斎風鈴まつりとつり鈴可 りまつ鈴ま とと可睡斎風鈴まつりと

21

1312

名古屋駅発（9:00）＝＝可睡斎（散策/約60分）＝＝静岡旨いもの会席の昼食＝＝
＝＝＝秋葉山本宮秋葉神社（参拝）＝＝＝＝名古屋駅着（18:30頃）

スケジュール

名古屋駅発（8:30）＝＝＝蔵王山展望台＝＝＝伊良湖ビューホテル（バイキングの昼食）＝＝＝メロン農園（約60分）＝＝
道の駅めっくんはうす（お買物）＝＝＝ちくわの里（お買物）＝＝＝名古屋駅着（19:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（8:30）＝＝キウイフルーツカントリー（キウイ食べ放題）＝＝掛川城公園（散策・昼食・お買物）
＝＝ふじのくに茶の都ミュージアム（見学・お買物）＝＝名古屋駅着（18:30頃）

スケジュール

名古屋駅発（8:30）＝＝＝伊良湖ホテル＆リゾート（フレンチコースの昼食・散策/約120分）＝＝＝メロン農園（約60分）＝＝
＝＝道の駅とよはし（お買物）＝＝＝＝ちくわの里（お買物）＝＝＝＝名古屋駅着（19:00頃）

スケジュール

出発日

ツアーおすすめポイント！！

◆和洋中の多種類のランチ
バイキング！
◆ひとりでメロン半玉カットの
試食＆1玉のおみやげ付！

◆地元の食材の宝庫！道の駅
めっくんはうす・ちくわの里
でゆっくりお買物！

ツアーおすすめポイント！！

秋葉山本宮
日本全国に約800社存在する

秋葉神社の総本宮

標高866mに立つ黄金の『幸福
の鳥居』くぐれば開運、見れば幸
せになれるという人気スポット小鉢　生桜海老/おろし生姜

造り　鰹/焼霜鰆
焼物　鰻蒲焼
台物　金目鯛の1人鍋
蒸物　桜海老ご飯せいろ蒸し
水菓子　クラウンマスクメロン
香の物　子メロン漬け

静岡旨いもの会席静岡旨いもの会席

10,900円
9,900円
旅行代金

7月8・13・26・28・30
8月3・5・11・13・17・24・26
9月1・9・14・21・29

7月3・4・10・11・17・18・22・23・24・25・31
8月1・7・14・15・21・22・28・29
9月4・5・11・12・18・23・25・26

出発日

4,800円

フリープラン

6,000円

5,500円 6,700円

お弁当付

出発日 旅行代金

メロン狩り
伊良湖のマスクメロンは濃厚な甘みと
きめの細かい網模様が特徴です！

◆岐阜中山道宿場町の馬籠宿をたっぷり約2時
間散策！

◆高さ約80ｍの天龍峡大橋の橋の下の遊歩道
を歩きます！
◆道の駅とよおかマルシェで地元の新鮮な野菜
や果物、名産品をお土産にお買物ください！
◆旬の桃を20分食べ放題！もも2個お土産付

◆食事後は目の前の恋路ヶ浜・
幸せの鐘など自由散策いた
だけます！
◆ひとりでメロン1/2カットの試
食＆1玉のおみやげ付！

◆道の駅とよはし・ちくわの里
でゆっくりお買物！

ツアーおすすめポイント！！

ととと中山道宿場町・馬籠宿と
そらさんぽ天龍峡＆そらさんぽ天天龍峡そらさんぽ天天天龍峡天天龍峡＆そらさんぽ天龍峡＆

名古屋駅発（8:30）＝＝＝中山道宿場町・馬籠宿（自由散策・各自昼食/約120分）＝＝＝そらさんぽ天龍峡＝＝
＝＝もも狩り＆とよおかマルシェ（もも食べ放題/約20分・お買物）＝＝＝名古屋駅着（18:30頃）

スケジュール

14 のマスクメロンとののママの スクメマスマススクメロンンロンロクス ンンととンととと甘さいっぱいのマスクメロンと
人気フレンチランチ

15

馬籠宿の水車馬籠宿の水車

もも狩り（イメージ）もも狩り（イメージ）

◆鰹節1パック、わさびシュークリームのちょっぴり
プレゼント付
◆焼津の15種類のお寿司が食べ放題（50分）
◆メロン狩り と1/4カット試食

ツアーおすすめポイント！！

◆メロン・もも・ぶどう狩り！
3つの狩りが1日で！
もちろん
◆昼食時にメロン・桃が
食べ放題！

◆ラグーナフェスティバル
マーケットでゆっくりお
買物！

ツアーおすすめポイント！！

焼津７大食べ放題！べべ大７大７７大食焼津７大食べ放題！題題！！！！題！！！題！！！題！！

名古屋駅発（7:30）＝＝＝田丸屋（わさび工場見学）＝＝＝日本平夢テラス＝＝＝＝
焼津さかなセンター（昼食・買物）＝＝メロン農園（メロン1玉お持ち帰り・1/4カット試食）
＝＝名古屋駅着（18:30頃）

スケジュール

16

ランチコースメニューランチコースメニュー ○渥美の旬のフルーツと生ハム
彩ソース

○ポタージュスープ
ポムドウテール
○本日魚市場入荷のお魚のヴァ
プールにムール貝のフリカッセ
ブッカニエーラ
○錦爽鶏のソテー　南欧風
○サラダ　○本日のデセール　
○珈琲もしくは紅茶　
○パンもしくはライス～全８品～
※メニューは季節や仕入により
変更する場合がございます。

●魚貝類がメインのバー
ベキュー（さざえ・帆立・
海老・時期の魚などの
新鮮な海の幸をはじめ
沼津の名物である干
物、各種野菜、肉類）
●握り寿司（鰤、鮪、こはだ、
海老、イカ、サーモン、玉子）

●ひじき、なます、サラダ、
きんぴら、香の物
●わかめの味噌汁や荒汁
●デザート（ケーキや旬の
フルーツ）

マスクメロン狩り（イメージ）マスクメロン狩り（イメージ）

お寿司食べ放題（イメージ）お寿司食べ放題（イメージ）

日本平夢テラス
標高300mの丘陵地で、駿河湾超しに
仰ぎ富士山、眼下に見える清水港、伊豆
半島、南アルプスのパノラマビューは、
まさに至福の絶景！3階の「展望フロア」
の展望回廊は1周約200ｍ、富士山や
駿河湾、三保の松原など360°の「パノ
ラマ展望」をお楽しみいただけます！

日本の百選にも選ばれた
白く美しい砂浜
荒波をうけて湾曲した白く美しい恋路ヶ浜。
「願いのかなう鍵」や「幸せの鐘」なども散策
で訪れることができます。

幸せの鐘幸せの鐘

可睡斎可睡斎

コースイメージコースイメージ

道の駅めっくんはうす
広い店内には産地の新鮮な野菜や果
物が盛りだくさん！ゆっくりとお買物も楽し
んでいただけます！

メロン狩り
伊良湖のマスクメロンは濃厚な甘みと
きめの細かい網模様が特徴です！

◆ガン封じで有名な蒲郡の無量寺へ参拝
◆西浦温泉の大浴場＆露天風呂でゆっくり寛げます！
◆小桜えびちょっぴりプレゼント！
◆温泉ではフェイスタオル付！

おはらい町通りに潜む
隠れハートを探せば
あなたも幸せに？？この紙で女性は

願いを叶えても
らいます

この紙で女性は
願いを叶えても
らいます

もも狩りもももももももももも 狩狩り狩り狩りもももももも狩り
出発日

6,200円

7,000円

旅行代金

7月12・15・20・27・29
出発日

9,900円
10,900円

旅行代金

そらさんぽ天龍峡そらさんぽ天龍峡

7月4・10・18・22・24・31
8月8・14・21・29
9月5・11・19・20・23・25

7月2・16　8月6　9月3・17 7,300円

8,100円

旅行代金

7月4・10・18・23・25・31　8月9・15・21・29
9月4・12・18・20・26　

7月1・6・14・21・28　8月2・5・11・18・24・27・31
9月9・14・22・28　

出発日

4,800円

5,500円

旅行代金

7月3・11・18・22・24
8月1・7・22・28
9月5・11・19・23・25

7月5・8・16・28・30
8月4・10・13・16・20・25・30
9月8・16・21

出発日

5,200円

6,000円

旅行代金

◆おかげ横丁などで使える食べ歩きクーポン付（最大1200円相当分）

グルっと満喫クーポン ※この中からお好きなもの3つとソフトドリンク1杯、
おかげ座入場券、お土産割引券付です！

みたらし団子みたらし団子 コロッケコロッケ ソフトクリームソフトクリーム じゃこっぺ天じゃこっぺ天 きゅうりスティックきゅうりスティック

◆寿司15 種類（鮪・うに・いくら・海老・サーモン・
いか・たこ・白身・穴子・貝等）

◆うなぎひつまぶしミニ丼　◆浜松揚げ餃子
◆豚しゃぶ  ◆甘海老刺身  ◆カットマンゴー  ◆鮪汁

食べ放題（50分間）内容

伊勢神宮参拝

ツアーおすすめポイント！！

7月10・18・23・25・31

7月11・17・22・24
8月29　9月4・19・26

7月6・14・19・26・28・30
8月3・5・17・20・25
9月1・7・10・13・16・22・28

9,900円

10,900円

7月15・20・30
8月5

7月11・17・23・25
8月1・9

ツアーおすすめポイント！！

名古屋駅発（8:30）＝＝＝奥殿陣屋（庭園を見学）＝＝蒲郡オレンジパーク（昼食、メロン・もも・ぶどう狩り）＝＝
竹島（散策）＝＝フェスティバルマーケット（お買物）＝＝＝名古屋駅着（18:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（7:30）＝＝＝富士見テラス（散策）＝＝＝浜焼き・寿司食べ放題の昼食（60分）＝＝
＝＝マンゴーハウス見学＆賞味＝＝＝竜宮海鮮市場（お買物）＝＝＝名古屋駅着（20:00頃）

スケジュール

※果物の育成状態によりお土産のみの対応となる場合がございます。

7月3　9月5・12・18・25

名古屋駅発（9:00）＝＝円山公園　京料理 いそべにて冷やし豆腐御膳の昼食（舞妓さんとともに）＝＝
＝＝高台寺（拝観）＝＝＝清水寺（拝観）＝＝＝名古屋駅着（18:30頃）

出発日

伊勢お餅三昧
クーポン

※この中からお好きなもの
　3つお選びいただけます！ 神代餅

1個
へんば餅
2個

二軒茶屋餅
2個

岩戸餅
1個

太閤出世餅
1個

スケジュール

7月1・13・29

出発日

12,500円
11,700円
旅行代金

7月4・18・22・31
出発日

9,700円

8,900円
旅行代金

7月18　8月1・22

幸せの黄金の鳥居！秋葉神社幸せせの黄金の鳥鳥居！秋葉神神社社葉神社幸せの黄金の鳥居！秋葉神社
【可睡斎】
◆約2000個の江戸風鈴が吊され、涼しげな音色を楽しめます。
【秋葉神社】
◆天に近いパワースポット！幸せの黄金の鳥居へ参拝！
◆日本全国を代表する総本宮で開運祈願！

ツアーおすすめポイント！！

7月13・20・27・29　8月4・6
出発日

8,800円
9,600円

旅行代金

7月11・17・23・25・31　8月8

7月5・9・21・28　8月6・20・25
9月8・15

出発日

9,200円

10,000円

旅行代金

7月11・18・24　8月15・28

7月27　8月4・13
出発日

14,500円
15,500円

旅行代金

7月22・24・31　8月7・9

道の駅とよはし

展望台（イメージ）展望台（イメージ）ランチバイキング（イメージ）ランチバイキング（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

あさり釜まぶし御膳と冷やしガマゴリうどんあさり釜まぶし御膳と冷やしガマゴリうどん

伊良湖マスクメロン狩り！
ホテルでランチバイキング！

代

蒲郡 3つのフルーツ狩りと
メロン・ももの食べ放題！

奥殿陣屋奥殿陣屋

ぶどう狩り（イメージ）ぶどう狩り（イメージ）

メロン狩り（イメージ）メロン狩り（イメージ）

もも狩り（イメージ）もも狩り（イメージ）

マンゴー農園見学と賞味（イメージ）マンゴー農園見学と賞味（イメージ）

キウイ食べ放題キウイ食べ放題

掛川城掛川城

ツアーおすすめポイント！！

◆富士山と駿河湾を一望する
富士見テラスからの絶景！

◆浜焼き、握り寿司が60分
食べ放題！

◆完熟のマンゴーを賞味と
300ｇ前後の
マンゴーの
お土産付！

遠州かけがわ御膳遠州かけがわ御膳

ツアーおすすめポイント！！
◆食べ放題メニュー◆

富士見テラス（イメージ）富士見テラス（イメージ）

  浜焼き・寿司食べ放題（イメージ）  浜焼き・寿司食べ放題（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

「清水の舞台」で知られる清水寺「清水の舞台」で知られる清水寺

トイレ付
ゆったり

芸鑑賞付！清水寺と高台寺参拝！芸鑑賞付！清水寺と芸芸鑑賞付！清清水寺と芸鑑賞付！清水寺と芸芸鑑賞付！清清水寺と高台寺参拝！寺芸鑑賞付！清水寺と高台寺参拝！

とマンゴー味覚体験とととととととマ 味覚体験マンゴマンゴー味覚体験ン 験ママ 覚体験ゴ 味覚体験ンン 覚体験ゴゴゴ
富士を望む絶景と浜焼き・寿司
食べ放題とマンゴー味覚体験

ガン封じ無量寺ガン封じ無量寺

日帰り
ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増

添 乗 員
最少催行

同行
20名

食　事 昼食1回 日帰り
添 乗 員
最少催行

同行
25名 日帰り

添 乗 員
最少催行

なし
25名

日帰り
添 乗 員
最少催行

なし
25名 日帰り

添 乗 員
最少催行

なし
25名

食　事 昼食1回昼食1回 日帰り
添 乗 員
最少催行

なし
25名

食　事 昼食1回昼食1回

日帰り
添 乗 員
最少催行

なし
25名

食　事 昼食1回昼食1回

日帰り
添 乗 員
最少催行

同行
25名

食　事 昼食1回昼食1回

日帰り
添 乗 員
最少催行

なし
25名

食　事 昼食1回昼食1回 日帰り
添 乗 員
最少催行

なし
25名

食　事 昼食1回昼食1回

7月16　
8月18・19・23・24・26・27

日帰り
添 乗 員
最少催行

同行
25名

トイレ付
ゆったり日帰り

添 乗 員
最少催行

同行
20名

食　事 昼食1回 トイレ付
ゆったり日帰り

添 乗 員
最少催行

同行
20名

食　事 昼食1回

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増

おみやげ付！おみやげ付！

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増

1玉お持ち帰り1玉お持ち帰り

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増 ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増 ひとりで2席

Wシート 往復で
3,000円増
往復で
3,000円増

7月7・12・21・27　
8月5・10・18・26・30　




