
自然の宝庫！

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
往復で
8,000円増

添 乗 員
最少催行

なし
20名

上上上高高高地地地＆＆＆立立立山山山黒黒黒部部部上高高地地 立立山黒黒部部上高高地地＆立立山黒黒部部上高高地地＆立立山黒黒部部上高高地地＆立立山黒黒部部上高高地地＆立立山黒黒部部上高高地地＆立立山黒黒部部上高地＆立山黒部

ホテル------立山-----室堂
アルペンルート通り抜け（室堂--------大観峰-------黒部平-------黒部湖-------扇沢）
扇沢===新宿（18:20頃）===北千住（19:00頃）

スケジュール日程 食事

1

（弁当）
2

旅行代金に含まれるもの：
往復のバス代、宿泊代（1泊2食付）、立山黒部アルペンルート通り抜けチケット、昼食（2日目弁当）

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、宿泊代（2泊4食付）、八方トレッキングチケット（往復ゴンドラ・リフト）、鬼押出し園入園券
＊2日目のバスは小型バスになる場合があります。（Wシートの設定はありません。）北千住（7:00）===新宿（7:40）===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（17:30頃）　 白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

1名1室
旅行代金（お1人様）

出発日

7月25・28　8月24・30　9月2

7月31　8月3・9・18・21・27

7月22　8月6・12・15

32,500円

35,500円

38,500円

2～5名1室
25,500円

28,500円

31,500円

（22,500円）

（25,500円）

（28,500円）

1名1室
旅行代金（お1人様）

出発日
7月28　8月3・24　9月2

8月18・27

7月22　8月6・12

49,100円
53,100円
57,100円

2～5名1室
39,100円
43,100円
47,100円

（31,100円）
（35,100円）
（39,100円）

1名1室
旅行代金（お1人様）
出発日

7月28

8月18・27

8月6

37,000円

40,000円

43,000円

2～5名1室
30,000円

33,000円

35,000円

（26,000円）

（29,000円）

（31,000円）

ングキキキキキレレトトトトト と上上とググンンレレレレレトトト ととキングと上高地トトトレレレッッッキキキンンングググととと上上上高高高地地地トレッッキンングと上高高地トトレッッキンングとトトレッッキンングとトトレッッキンングとトレ キンングと 地地地地地222日日日間間間日間日間日間日間日間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間トレッキングと上高地2日間トレッキングと上高地2日間

栂栂栂池池池自自自然然然園園園栂栂栂栂栂栂栂池自然園園とととととととととととととととととととと上上上上上上上上上上上上上上上上上高高高地地地上高高地上高高地上高高地上高高地上高高地上高高地地地地地地地地地地地22日日日間間間日間間22日間間22日間間22日間間22日間間22日間間栂池自然園と上高地2日間栂池自然園と上高地2日間

上高地と善光寺・志賀さわやか街道3日間上高地と善光寺・志賀さわやか街道3日間上高地と善光寺・志賀さわやか街道3日間
2泊3日

＊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）

スケジュール日程 食事
北千住（7:00）===新宿（7:40）===上高地------（約3時間・自由散策&各自昼食-----
上高地==白馬（17:00頃） 白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

ホテル（8:00）==善光寺（参拝）===浅間・白根・志賀さわやか街道（車窓）=草津温泉（自由昼食）
==鬼押出し園（入園）===新宿（18:20頃）==北千住（19:00頃）

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、宿泊代（2泊4食付）、黒部ダム電気バス＆遊覧船代＆昼食代（2日目）、鬼押出し園入園券
＊2日目のバスは小型バスになる場合があります。（Wシートの設定はありません。）

※7/28、8/6・18・27出発は2日目と3日目の日程が入れ替わりになります。
旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、宿泊代（3泊6食付）、八方トレッキングチケット（往復ゴンドラ・リフト）、
黒部ダム電気バス＆遊覧船代＆昼食代（3日目）、栂池トレッキングチケット（往復ゴンドラ・ロープウェイと栂池自然園入園料）
＊2日目・3日目のバスは小型バスになる場合があります。（Wシートの設定はありません。）

善光寺・志賀さわやか街道3日間善光寺・志賀さわやか街道3日間善光寺・志賀さわやか街道3日間
3泊4日

＊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）

スケジュール日程 食事

2

3

4

1 北千住（7:00）==新宿（7:40）===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（17:30頃） 白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

＊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）

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（14:00）===白馬（14:30）===
新宿（18:20頃）===北千住（19:00頃）

栂池地区
リゾートインマリオンシナノ

ホテルセルリアンアルペン /ホテルベルクールイノマタ /ホテルベルハート

栂池地区
ホテルグランジャム栂池

白馬地区
ホテルオークフォレスト

白馬地区
ホテル五龍館

栂池地区
ホテルサンプラザ栂池

ホテル指定：ひとり1泊2，000円UPホテル指定：ひとり1泊2，000円UPホテル指定：ひとり1泊2，000円UP ホテル指定：ひとり1泊2，000円UPホテル指定：ひとり1泊2，000円UPホテル指定：ひとり1泊2，000円UPホテル指定：ひとり1泊2，000円UPホテル指定：ひとり1泊2，000円UPホテル指定：ひとり1泊2，000円UP

ホテル指定時プランのお食事一例ホテル指定時プランのお食事一例ホテル指定時プランのお食事一例

レストランにて夕食は栂池御膳レストランにて夕食は栂池御膳レストランにて夕食は栂池御膳

個室にて地元食材いっぱいの安曇野御膳個室にて地元食材いっぱいの安曇野御膳個室にて地元食材いっぱいの安曇野御膳

夕食グレードUPプラン（ひとり2,500円割増）

朝

朝

朝

夕

夕

朝
夕

朝
昼
夕

朝
夕

＊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）

スケジュール日程 食事

2

3

1

2

3

1

北千住（7:00）===新宿（7:40）=====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（17:30頃）　 白馬山麓地区温泉ホテル（泊）

ホテル（8:00）====善光寺（参拝）====浅間・白根・志賀さわやか街道（車窓）====
草津温泉（自由昼食）===鬼押出し園（入園）===新宿（18:20頃）===北千住（19:00頃）

夕
朝
昼
夕

夕

朝

昼

さわやか信州さわやか信州さわやか信州白馬山麓＆上高地白馬山麓＆上高地白馬山麓＆上高地

◆現地での滞在時間は、3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）

日帰り 約3時間滞在！

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、昼食代（弁当付プランのみ）

スケジュール
新宿（7:00）＝＝＝上高地（11:30頃）---------各自散策--------上高地（15:00）＝＝
＝＝＝新宿（19:30頃）

旅行代金（お1人様）
出発日

8,300円

9,000円

10,000円

弁当付弁当なし
6,800円

7,500円

8,500円

（7,800円）

（8,500円）

（9,500円）

（6,300円）

（7,000円）

（8,000円）
7月22・23
8月7・13・14・15・21・22・28・29
9月18

7月3・4・10・11・17・18・24・25・31
8月2・4・6・11・16・18・20・23・25・27
9月4・5・11・12・23・24・26

7月2・9・16
9月6・8・10・13・15・17・27・29

旅行代金（お1人様）
出発日

31,800円

33,800円

35,800円

1名1室2～5名1室
27,800円

29,800円

31,800円

（22,800円）

（24,800円）

（26,800円）
7月23　
8月7・10・13

8月16･19･28

7月26・29　
8月1･4･22･25・31　
9月3

旅行代金（お1人様）
出発日

23,800円

25,800円

27,800円

1名1室2～5名1室
19,800円

21,800円

23,800円

（17,800円）

（19,800円）

（21,800円）8月11・14

7月24
8月17･20
9月4

7月27･30　
8月2･5･23･26･29　
9月1

ツアーおすすめポイント！！1

5

2泊3日6 7

2

1泊2日3

1泊2日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（14:00）====
==新宿（18:20頃）===北千住（19:00頃）

スケジュール日程 食事

1

2

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、宿泊代（1泊2食付）、
栂池トレッキングチケット（往復ゴンドラ・ロープウェイと栂池自然園入園料）

北千住（7:00）===新宿（7:40）====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（17:30頃）
　   白馬山麓地区温泉ホテル（泊） 夕

朝

旅行代金（お1人様）
出発日

23,500円

25,500円

27,500円

1名1室2～5名1室
19,500円

21,500円

23,500円

（17,500円）

（19,500円）

（21,500円）8月11・14

7月24　
8月17･20　
9月4

7月27･30　
8月2･5･23･26･29
9月1

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（14:30）===新宿（18:20頃）===北千住（19:00頃）

スケジュール日程 食事

1

2

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、宿泊代（1泊2食付）、八方トレッキングチケット（往復ゴンドラ・リフト）

北千住（7:00）===新宿（7:40）===上高地-------（約3時間・自由散策&各自昼食）-------
上高地====白馬（17:00頃） 白馬山麓地区温泉ホテル（泊） 夕

朝

八方自然研究路八方自然研究路八方自然研究路

ミヤマアキノキリンソウミヤマアキノキリンソウミヤマアキノキリンソウ タカネマツムシソウタカネマツムシソウタカネマツムシソウ

上高地（河童橋）上高地（河童橋）上高地（河童橋）黑部ダム黑部ダム黑部ダム

シモツケソウシモツケソウシモツケソウ

栂池自然園栂池自然園栂池自然園

【利用予定】白馬山麓地区温泉ホテル ※バス・トイレ付ルーム利用（❷～❼共通）

河童橋河童橋河童橋

大迫力の黒部ダム
白馬山麓&上高地4日間
大迫力の黒部ダム
白馬山麓&上高地4日間
大迫力の黒部ダム
白馬山麓&上高地4日間

栂池自然園栂池自然園栂池自然園

栂池地区

八方自然研究路八方自然研究路

絶景の上高地

※ホテル～室堂間は小型バスによる運行になる場合があります。
　（Wシートの設定はありません。）

ハイキング日帰りツアー  　　ハイキキング日帰り アツ ーアハイキング日帰りハイキング日帰りツアー  　　ハイキング日帰りツアー  　　

アルペンルート通り抜け2日間アルペンルート通り抜け2日間アルペンルート通り抜け2日間

◆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！

上高地

立山黒部
アルペン
ルート

大迫力！黒部ダム・上高地大迫力！黒部ダム・上高地

八方尾根自然研究路トレッキング八方尾根自然研究路トレッキング

八方池八方池八方池

（イメージ）（イメージ）（イメージ）

ツアーおすすめポイント！！

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

添 乗 員
最少催行

なし
20名

ひとりで2席
Wシート 往復で

8,000円増
往復で
8,000円増
往復で
8,000円増

同行
20名
同行
20名
同行
20名

添 乗 員
最少催行

（小人代金 ※小学生以下）

（小人代金 ※小学生以下）

（小人代金 ※小学生以下）

（小人代金 ※小学生以下） （小人代金 ※小学生以下）

（小人代金 ※小学生以下）
（小人代金 ※小学生以下）

往復のバスは4列トイレ付ゆったり車両にて運行

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2021年7月～9月2021年7月～9月バスの旅
おすすめスポット特集号

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GoToトラベルキ

GoToトラベルについてGoToトラベルについてGoToトラベルについて
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！！

隣席を確保、一

ひとりで2席
Wシート 

ツアー
集合場所

北千住

新　宿

北千住駅西口 国道4号線 三菱UFJ銀行前

JR新宿駅西口　新宿センタービル前

出発時間10分前集合

出発時間20分前集合

夏の 24時間365日WEB予約でも受付中！

（❶～12コース）

◆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
※小型バス・コミューターは除く

大正池大正池大正池

岳沢湿原岳沢湿原岳沢湿原

明神池明神池明神池

上高地上高地上高地 黒部ダム黒部ダム黒部ダム

遊覧船ガルベ遊覧船ガルベ遊覧船ガルベ



安心の富士山専任ガイド同行
（登山全行程同行）プラン

1名様より出発保証

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

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％

富士登山富士登山富士登山
山頂アタックご来光ツアー山頂アタックご来光ツアー山頂アタックご来光ツアー

万全な体調で登山が出来るように、登山2週間ほど前からの体調管理（日々の検温等）
不要不急の外出は行わないようにご協力ください。
過去2週間の間に37.5℃の発熱、鼻水、咳、喉の痛み、倦怠感、頭痛、味覚や臭覚の不調
など体調に異常があった方はご旅行の参加をご遠慮下さい。また、感染者や濃厚接触され
た方はご旅行の参加ををお断りいたします。
出発日に風邪の症状（発熱、倦怠感、喉の痛み等）体調不良があれば、無理せずに計画を
中止して下さい。山では少しの体調不良でも標高が上げるにつれ重くなってきます。また
感染症の疑いがあると、救助対応が遅れたり、出来なくなる可能性もございます。

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

　《ツアー参加者特典》
○登頂認定書発行
○オリジナルバンダナプレゼント
○開運の鈴
○金剛杖割引（1,000円→900円）
○お土産割引 10％

コース難易度（当社比）：初心者～一般向き

ガイドレシオ（登山時に登山ガイドが同行する
基準・目安）：お客様12～16名に対し1名

★ ★ ★ ☆ ☆ 中級A

一昨年約20万人が訪れた人気No1の河口湖・吉田口ルート
集合時間（出発）をゆっくりにした新プランです。

一昨年約20万人が訪れた人気No1の河口湖・吉田口ルート
集合時間（出発）をゆっくりにした新プランです。

一昨年約20万人が訪れた人気No1の河口湖・吉田口ルート
集合時間（出発）をゆっくりにした新プランです。

河口湖・吉田口ルートコースおすすめポイント！
①河口湖・吉田口ルートでは富士スバルライン五合目の富士急雲上閣で男女別
の更衣室兼無料休憩所をご用意。お荷物はコインロッカー（300円～600
円）にお預け可能です。

②人気コースですのでピーク時は混雑しますが登りと下りで専用道があり、特
に下山道は道幅もあり歩きやすい。
③下山後は「富士山溶岩の湯泉水」にて温泉入浴付

■富士山専任ガイド同行プラン共通スケジュール

※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。
※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にご確認下さい。
※2日目の富士スバルライン五合目出発時間及び入浴時間は、出発台数により30～60分遅くなる場合があります。
お帰りの時間は、1日目バス車内で書面にてご案内いたします。
※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）
※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。
※登山に不要なお荷物はバスに置いていただけます。（貴重品は各自で管理して下さい。）

スケジュール

1

2

食事

夕

朝
（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）
東京====新宿====<首都高・中央道・富士スバルライン>====富士スバルライン五合目（休憩・登山準備）

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/約4時間　　　　　　　　　　　　　　　　　（12:00頃）

===泉水（入浴＆自由昼食　約90分）===<中央道・首都高>====新宿====東京
 （12:40～14：10頃）  （16:20頃）  （17:00頃）

（10:20）　 （11：00）

お値打ち・安心の定番コース 人気NO１コース
■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

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）

出発日
  ：チャレンジ
  ：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

17,800円 18,300円 18,800円 19,800円 20,300円
18,800円 19,300円 19,800円 20,800円 21,300円

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

新宿・東京発着
A・Bプラン共通出発カレンダー

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。※富士山保全協力金1,000円が任意で必要です。（現地払い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 ●添乗員は同行致しません。往復のバス乗車時間中の代行業務はバス乗務員が行います。●全コース雨天決行です。但し、台風などの豪雨の場合は、事前にツアー中止のご連絡をさせて頂きます。又、当日天候が急変し、現
地ガイドもしくは安全指導センターの判断で登山を中止する場合もございます。●天候や行程によりご来光が見えない場合もございます。又、多客期は登山道の渋滞により登頂出来ない場合があります。山小屋は男女混合の相部屋です。枕、布団、毛布はございますが、入浴は出来ませ
んので予めご了承下さい。●女性安心（女性グループ、女性ひとり参加の場合、バスでも山小屋でのお休み時もすぐ隣は女性となるよう配慮致します。）●山小屋での夕食はカレーライス又は丼物、朝食は携帯食のお弁当になります。●当日予定宿泊施設以外の山小屋に宿泊の場合
は、宿泊料金はお客様負担となり、旅行代金の払戻しもございませんので予めご了承下さい。●集客人員により中型バス又はマイクロバス・ハイエースコミューターにて運行する場合がございます。

ツアー集合場所
新　宿
東　京

JR新宿駅西口　新宿センタービル前
JR東京駅八重洲中央口　新生銀行前　東京支店前

出発時間20分前集合
出発時間20分前集合

この他にも山小屋指定コースや富士宮ルートコース等のプランと登山用品レンタルオプションをご用意しております。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

■A
■B

※大人・小人同額

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みたらし団子 コロッケコロッケコロッケ

ソフトクリーム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じゃこっぺ天 きゅうりスティックきゅうりスティックきゅうりスティック

https://jamjamtour.jp

【富士登山ツアーインフォメーション】

夜行でも安心！ バスは4列トイレ付
ゆったり車両にて運行

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

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

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

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、昼食代、熱海城＆トリックアート迷宮館入館料、メロン狩り代金

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、昼食代、桃狩り代、お菓子詰め放題代

旅行代金（お1人様）出発日

10,500円

11,000円

11,500円

小人 （小学生以下）大人

11,500円

12,000円

12,500円7月22　8月1・9・13・16・29
9月19

7月4・11・18
8月5・24　9月12

7月7・14・27
9月6・15・28

旅行代金（お1人様）出発日

10,500円

11,000円

11,500円

小人 （小　学生以下）大人

11,500円

12,000円

12,500円8月8・20

7月31
8月4・23・27・30　9月5

7月5・15・21・26
9月2・24・27・30

旅行代金（お1人様）出発日

10,500円

11,000円

11,500円

小人 （小学生以下）大人

11,500円

12,000円

12,500円8月29　
9月20

8月22・25・31
9月5・12・26

9月1・7・16・22・29

◆日光東照宮拝観券付
◆「大谷資料館」入場券付
◆日光東照宮3時間、大谷資料館1時間自由行動

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名

添 乗 員
最少催行

なし
１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

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、日光東照宮拝観料、大谷資料館入場料

スケジュール
北千住（6:30）＝＝＝新宿（7:30）＝＝＝＝日光東照宮（10:30～13:30・各自で昼食）＝＝
＝＝＝＝道の駅ろまんちっく村＝＝＝＝大谷石地下採掘場跡（15:00～16:00）＝＝＝＝
＝＝新宿（18:30頃）＝＝北千住（19:30頃）

旅行代金（お1人様）
出発日

5,600円

6,300円

6,800円

小人 （小学生以下）大人

6,800円

7,500円

8,000円
7月23・24
8月7・8・9・14・15・21・28
9月18・19・20

7月3・10・17・25
8月3・5・10・12・17・19・24・26・31
9月4・11・23・25

7月6・8・13・15・20・27・30
9月2・7・9・14・16・28・30

ツアーおすすめポイント！！

◆伊勢神宮外宮・内宮両方を参拝できます！
◆おかげ横丁などで使えるグルっと満喫クーポン付き（最大1,200円相当）

◆見て、触って、撮って楽
しめるトリックアート！
◆昼食は熱海後楽園ホ
テル「海鮮ちらし丼」
をご賞味！
◆高級マスクメロン1/2
カット試食+1玉お土
産付！

◆花と香り、緑と風のテーマガーデンを訪れます
◆昼食は「レストラン鳥居平」で人気のフレンチランチをご賞味！
◆ 　　　  桃・　  　　ぶどうもぎ取り＆40分食べ放題（お土産付！）
◆信玄餅工場でお菓子の詰め放題！

◆なつかしいおもちゃや往年の名車を展示した博物館を訪れます。
◆昼食は40食限定ロックハート流 ランチ「星かご御膳」をご賞味！
◆ヨーロッパの古城や中世の教会やショップを再現した
ロックハート城を散策。貴方も映画のようなプリンセスに・・・
◆ぶどうは1房もぎ取り+皿盛り食べ放題

夜行日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名ひとりで2席

Wシート 往復で
6,000円増
往復で
6,000円増
往復で
6,000円増

外宮・内宮両周り！伊勢神宮参拝と
食べ歩き夜発日帰りツアー

り外宮・内内宮両周りり！伊勢神宮宮参拝と
帰食べ歩歩き夜発日帰帰りツアーー

外宮・内宮両周り！伊勢神宮参拝と
食べ歩き夜発日帰りツアー
外宮・内宮両周り！伊勢神宮参拝と
食べ歩き夜発日帰りツアー
外宮・内宮両周り！伊勢神宮参拝と
食べ歩き夜発日帰りツアー

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、グルっと満喫クーポン代

スケジュール日程
北千住（21:00）＝＝新宿（22:00）＝＝＝

＝＝伊勢神宮外宮（参拝）＝＝＝二見浦（自由参拝）＝＝＝伊勢神宮・内宮（参拝）・・・・・おはらい町
（おかげ横丁）散策 ※グルっと満喫クーポン付（1,200円相当）＝＝新宿（19:00頃）＝＝北千住（20:00頃）

旅行代金（お1人様）出発日

10,000円

11,000円

12,000円

小人 （小学生以下）大人

11,000円

12,000円

13,000円

7月2・9・16・30
8月2・4
9月19・22

7月26・28
9月3・10

7月22・24
8月6・8・13・20・27
9月17・24

ツアーおすすめポイント！！

熱海城＆トリックアート迷宮館と
メロン狩り試食プラス1玉狩り
日帰りバスツアー　

熱海城＆トリックアート迷宮館と
メロン狩り試食プラス1玉狩り
日帰りバスツアー　

熱海城＆トリックアート迷宮館と
メロン狩り試食プラス1玉狩り
日帰りバスツアー　

熱海城＆トリックアート迷宮館と
メロン狩り試食プラス1玉狩り
日帰りバスツアー　

ワイナリー「シャトー勝沼」でフレンチランチと
　　桃もぎ取り又は　    ぶどう狩り＆
食べ放題（お土産付！）日帰りバスツアー

ワイナリー「シャトー勝沼」でフレンチランチと
　　桃もぎ取り又は　    ぶどう狩り＆
食べ放題（お土産付！）日帰りバスツアー

ワイナリー「シャトー勝沼」でフレンチランチと
　　桃もぎ取り又は　    ぶどう狩り＆
食べ放題（お土産付！）日帰りバスツアー

ワイナリー「シャトー勝沼」でフレンチランチと
　　桃もぎ取り又は　    ぶどう狩り＆
食べ放題（お土産付！）日帰りバスツアー

おもちゃと自動車の博物館＆
大理石村ロックハート城と
果実の里でぶどう狩り日帰りバスツアー　

おもちゃと自動車の博物館＆
大理石村ロックハート城と
おもちゃと自動車の博物館＆
大理石村ロックハート城と
果実の里でぶどう狩り日帰りバスツアー　

おもちゃと自動車の博物館＆
大理石村ロックハート城と
果実の里でぶどう狩り日帰りバスツアー　

スケジュール
北千住（7:00）＝＝＝＝新宿（8:00）＝＝＝＝＝＝ハーブ庭園旅日記勝沼庭園（入園）＝＝＝＝＝＝シャトー勝沼（昼食と試飲）＝＝＝＝
（桃又はぶどう狩り食べ放題＆お土産付！）＝＝桔梗屋信玄餅テーマパーク（見学＆お菓子詰め放題）＝＝新宿（17:00頃）＝＝北千住（18:00頃）

スケジュール
北千住（7:00)＝＝新宿(8:00)＝＝熱海城＆熱海トリックアート迷宮館（鑑賞）＝＝熱海後楽園ホテル（昼食）
＝＝伊豆フルーツパーク（メロン狩り1玉お土産付！）＝＝＝＝新宿（17:00頃）＝＝＝北千住（18:00頃）

旅行代金に含まれるもの：往復のバス代、伊香保おもちゃと人形自動車博物館全館共通入館料、ロックハート城入場＆昼食料、ぶどう狩り代

スケジュール
北千住（7:00）＝＝＝＝新宿（8:00）＝＝＝＝伊香保おもちゃと人形自動車博物館（見学）＝＝＝＝ロックハート城（ランチ＆見学）＝＝＝＝
原田観光農園（ぶどう狩り食べ放題＆1房もぎ取り！）＝＝＝＝新宿（17:00）＝＝＝＝北千住（18:00頃）  

ツアーおすすめポイント！！

ツアーおすすめポイント！！

ツアーおすすめポイント！！

テディベア博物館テディベア博物館テディベア博物館 　おもちゃと人形博物館　おもちゃと人形博物館　おもちゃと人形博物館

星かご御膳星かご御膳星かご御膳

ロックハート城ロックハート城ロックハート城

8月8日出発まで：桃狩り8月8日出発まで：桃狩り8月8日出発まで：桃狩り

12

11

10

8

9

13
巨大空間「大谷石地下採掘場跡」と
日光東照宮日帰りバスツアー

間「大谷石地下採掘場跡巨大空間間「大谷石地地下採掘場跡跡」と
照日光東照照宮日帰りババスツアー

巨大空間「大谷石地下採掘場跡」と
日光東照宮日帰りバスツアー
巨大空間「大谷石地下採掘場跡」と
日光東照宮日帰りバスツアー
巨大空間「大谷石地下採掘場跡」と
日光東照宮日帰りバスツアー

7～8月 8～9月
8月20日出発から：ぶどう狩り8月20日出発から：ぶどう狩り8月20日出発から：ぶどう狩り

7～8月 8～9月

シャトー勝沼シャトー勝沼シャトー勝沼 フレンチランチ（イメージ）フレンチランチ（イメージ）フレンチランチ（イメージ） ハーブ庭園旅日記勝沼庭園ハーブ庭園旅日記勝沼庭園ハーブ庭園旅日記勝沼庭園

1

2

1泊2日




