
家康由来の大樹寺＆
岡崎公園を散策!

憧れの山岳リゾート
新緑と夏の旅新緑と夏の旅

～ジャムジャムツアーの取り組み～
◆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

2022年 5 月～9月2022年 5 月～9月

おすすめバス旅行おすすめバス旅行

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）＝＝＝＝＝名古屋着（19:30頃）

スケジュール
近鉄四日市駅発（6:30）＝＝＝名古屋駅発（7:30）＝＝善光寺『善光寺前立本尊御開帳』/
昼食後フリータイム（約3時間）＝＝＝名古屋着（20:00頃）＝＝近鉄四日市着（21:00頃）

スケジュール

本光寺と西浦温泉入浴＆昼食
尾張３城巡りと祖父江善光寺御開帳尾張３城巡りと祖父江善光寺御開帳

◆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）

◆七年に一度の盛儀「善光寺御開帳」を
参拝！ 
※参拝券料、法要料は別途必要

◆滞在時間約3時間ゆっくり見て周る
ことができます！
◆善光寺公認案内人によるガイド付
◆宿坊にて精進料理がいただけます！

名古屋駅発（9：00）＝＝＝＝清州城（自由散策）＝＝＝＝祖父江善光寺（御開帳拝観）＝＝＝
犬山名物松野屋（昼食）＝＝＝国宝犬山城（自由散策）＝＝＝小牧山城（自由散策）＝＝＝＝
※パインツリーファクトリー（お買物）＝＝名古屋着(18:20頃) 

スケジュール

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（沖縄フェア：90分）＝＝＝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＝＝＝名古屋着（16:30頃）

スケジュール

名古屋駅発（10:00）＝＝＝＝豊川稲荷＝＝＝蒲郡オレンジパーク（昼食＆メロン狩り）＝＝＝
竹島散策＝＝＝ラグーナフェスティバルマーケット（お買物）＝＝＝＝名古屋着（18:10頃）

スケジュール

名古屋駅発（10：30）＝＝＝＝「鯛しゃぶと海鮮料理」をご堪能！＝＝＝花ひろば入園＆花摘み
＝＝＝岩屋寺（参拝）＝＝魚太郎本店鮮魚市場（お買物）＝＝＝名古屋着(17:30頃)   

スケジュール

ホテルランチブッフェと
伊良湖メロン狩り！2玉もちかえり！
ホテルランチブッフェと
伊良湖メロン狩り！2玉もちかえり！

名古屋駅発（9:00）＝＝＝伊良湖ビューホテル（ランチブッフェの昼食）＝＝＝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）＝＝＝名古屋着（19:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（9：30）＝＝＝曹洞宗瑞雲山本光寺参拝＝＝＝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）

スケジュール

名古屋駅発（9:30）＝＝＝＝岡崎公園（ガイド付き散策）＝＝＝＝和洋中料理のランチブッフェ
＝＝＝徳川将軍家の菩提寺・大樹寺＝＝＝カクキュー八丁味噌（見学・ちょっぴりプレゼント）
＝＝＝一畑山薬師寺＝＝＝名古屋着（18:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（12：45）＝＝＝お茶松鶴園（見学＆呈茶＆スイーツ試食）＝＝＝尾崎士郎記念館・
旧糟谷邸（見学）＝＝＝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）
＝＝＝知立公園　花しょうぶまつり＝＝＝名古屋着（19：45頃）

スケジュール

４
ゆったり

USB又は
コンセント
付

日帰り
添 乗 員
最少催行

なし
25名 食　事 なし又は

弁当ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増

トイレ付
ゆったり 日帰り 添 乗 員

最少催行
なし
25名 食　事 昼食付

ひとりで2席
Wシート 往復で

3,000円増
往復で
3,000円増

トイレ付
ゆったり

出発日
6月 3・7・15・23・27
7月 1・5・13
5月 28・29
6月 4・5・11・12・18・19・25・26
7月 2・3・9・10

7月 16～31

バスタイプ 食事なし お弁当付
トイレ付
ゆったり

トイレ付
ゆったり

スタンダード

5,000円 6,200円
5,800円 7,000円

5,500円 6,700円

出発日
6月 7・9・14・16・21・23・28

6月 4・11・18・25

旅行代金（おひとり様）

8,800円
9,800円

※参拝券料、法要料は別途必要となります。

公認
案内人が
ご案内

「善光寺御開帳」
鎌倉時代に絶対秘仏の
ご本尊の御身代わりとして
「前立本尊」が造られ、普
段、御宝庫に安置され、見
ることができない「前立本
尊」ですが、七年に一度の
御開帳の時だけ特別にお
姿を拝むことが叶います。

昼食は宿坊にて精進料理か
丸八たきやにてそば定食どちらかになります。
昼食は宿坊にて精進料理か
丸八たきやにてそば定食どちらかになります。

日帰り旅行

清州城・小牧山城・犬山城清州城・小牧山城・犬山城 地元三河湾産 鯛しゃぶと
海鮮＆花ひろば
地元三河湾産 鯛しゃぶと
海鮮＆花ひろば

沖縄フェアのランチブッフェと
鮮魚市場お買物
沖縄フェアのランチブッフェと
鮮魚市場お買物

しらす釜まぶしとメロン狩り！しらす釜まぶしとメロン狩り！
いちごソフト＆いちごオムレット付いちごソフト＆いちごオムレット付

◆愛知の名城・清洲城・犬山
城・小牧山城を訪れます！
　※各お城の入城料は別途
　必要となります。
◆犬山名物松野屋の
「でんがく定食」をご賞味！
◆七年に一度の御開帳！祖父江善光寺で極楽がこの世
で拝めます。白衣プレゼント！
◆しるこサンドで有名な「パインツリーファクトリー」で
お買物！

ツアーおすすめポイント！！

◆鯛しゃぶと絶品海鮮料理をご賞味！
◆霊亀元年（715）建立
1300年以上の歴史
を誇る知多の古刹
「岩屋寺」を訪れます。
◆魚太郎では産地価
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
「沖縄フェア」のランチ
ブッフェ！
◆エリア最大級の鮮魚市場
「魚太郎」にてお買物
◆おかきで有名なおかき屋
辰心にてちょっぴりプレゼ
ント付

ツアーおすすめポイント！！
◆しらす釜まぶし付
◆メロン狩り（お持ち帰り用）+カット
メロン試食
◆いちごソフトクリームと
いちごのオムレットのお土産付

ツアーおすすめポイント！！ 　　　　　　　　　　　◆和洋中の多種類のランチブッフェ！
◆伊良湖メロン1玉狩り+1玉お土産＆1/2カット試食！
◆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！！

◆曹洞宗瑞雲山本光寺を
参拝します。

◆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！！

◆日本100名城のひとつ、家康が生まれた城、岡崎城を見学！ガイド付！
◆和洋中料理のランチブッフェを岡崎城を見下ろしながら堪能！
◆松平家・徳川将軍家の菩提寺！大樹寺を見学

◆三河一色うなぎ割烹三水亭はなれで
うなぎ「ひつまぶし」をご賞味！
◆呈茶＆抹茶スイーツがご試食頂けます。
◆一色さかな広場にて500円のお買物クーポン付。

出発日
5月 25・28・31

出発日 5月 28・29 出発日
5月 28・29

出発日
5月26・27・28・29・30・31

出発日
5月26・27・28・29・30・31

出発日
5月25・26・27・28・29

出発日
5月25・26・27・28

出発日
5月 25・26・27・28・29・30・31

ジャムジャムツアーオリジナルジャムジャムツアーオリジナル地元三河湾産「鯛しゃぶと海鮮料理」地元三河湾産「鯛しゃぶと海鮮料理」
※画像の野菜は2人前となってます。※画像の野菜は2人前となってます。犬山名物でんがく定食犬山名物でんがく定食

犬山城・小牧山城では安心のボランティアガイド同行

ランチバイキングイメージランチバイキングイメージ

岡崎城を見ながらのランチブッフェ岡崎城を見ながらのランチブッフェ 松平家・徳川将軍家の菩提寺の大樹寺松平家・徳川将軍家の菩提寺の大樹寺

牛ロース肉のサイコロ
ステーキ、ソーキそば、
水雲の天ぷらなど

でーじ好きさぁ沖縄でーじ好きさぁ沖縄
～セントレアホテルで旅行気分♪～

2023
大河ドラマ
 先取り! 

上高地日帰りの旅
約4時間滞在！

1 2

ジャムジャムツアーオリジナル
「飛騨牛八角弁当」
ジャムジャムツアーオリジナル
「飛騨牛八角弁当」

安心の善光寺公認案内人による案内付

尾崎士郎記念館・旧糟谷邸＆
抹茶＆一色うなぎと花しょうぶまつり
尾崎士郎記念館・旧糟谷邸＆
抹茶＆一色うなぎと花しょうぶまつり

新型コロナウイルスワクチン・
検査パッケージ適用ツアー

・上記①から③に加え、当社感染予防対策にご協力
　いただけること。

ツアー参加条件
トイレ付
ゆったり

このマークがついているコースのバスタイプは
『4列トイレ付ゆったりシート』となります。 ①ワクチンを3回接種済であること。

または出発日の3日前以降に採取した検体による
PCR検査結果または抗原定量検査の結果が陰性
であること。
②3回接種済証明又はPCR検査等の検査結果通知
書の提示が可能であること。
③ご出発受付時に本人を確認する書面などの提示
が可能であること。

※確認できない場合は、旅行の参加をお断りしますの
　で、必ずご持参ください。
※今後の状況により参加条件を変更する場合がございます。

ツアーおすすめポイント！！

七年に一度の盛儀
「善光寺御開帳」参拝ツアー

※一部日程除く

24時間オンライン受付可能
ジャムジャムツアーは
他にも魅力的なツアーを
ご用意しています。
詳しくはホームページを
ご覧ください。

ツアーおすすめポイント！！

ツアーおすすめポイント！！

◆最少催行25名　◆添乗員・バスガイド：同行なし
◆食事：③～⑥・⑧～⑩は昼食付、⑦は夕食付

③～⑩がLOVEあいちキャンペーン
対象のコースとなります。10,000円⇒5,000円（③～⑨）

12,800円⇒7,800円（⑩）
対象者は愛知・岐阜・三重・静岡・長野・
石川・富山・福井・新潟の各県に在住の方。
取消料は割引前の旅行代金を基準に算出
されます。
割引は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。（　　　　　　　　　　　　　　）※各コースとも愛知県から5,000円の

　補助を受けています。

（※5月25日発のみ定休日の為、割愛となります。）

3 4 7 8

10965

ツアーおすすめポイント！！

※大樹寺の宝物拝観する場合は別途料金が必要となります。

Ⓒ善光寺Ⓒ善光寺



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、特に小人料金に記載がない場合、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。

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
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 食　事 昼食付

食　事 夕食1回
朝食1回

トイレ付
ゆったり

日帰り 添 乗 員
最少催行

同行
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

昼食・
夕食付食  事日帰り

東海善光寺（祖父江・岐阜・関）
御開帳参拝

東海善光寺（祖父江・岐阜・関）
御開帳参拝

名古屋駅発（8:30）＝＝＝＝祖父江善光寺参拝＝＝＝＝岐阜善光寺参拝＝＝＝＝長良川温泉「鵜匠の家
すぎ山」（昼食）＝＝＝＝山県ばすけっと（お買物）＝＝＝＝関善光寺参拝＝＝＝＝岐阜県刃物会館＝＝＝＝名
古屋着（17:45頃）

スケジュール スケジュール

出発日

8,000円

６月6・12・16
19・21・26  

出発日
６月20・25・30  
７月3・8・13・18・23  

旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額

12,000円大人・小人同額

10,500円旅行代金
（お1人様）

旅行代金
（お1人様）

12,800円 大人・小人同額

旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額

大人・小人同額

12,000円
旅行代金
（お1人様）

19,300円～26,000円旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額（夕食・おみやげ付）

◆七年に一度の盛儀
◆極楽をこの世で拝める東海善光寺御開帳参拝
◆白衣付（御朱印をもらって思い出に）

ツアーおすすめポイント！！

名古屋駅発（7:30）＝＝＝＝のどぐろとあわびの海鮮御膳＝＝＝＝天橋立ビューランド/智恩寺/松並木など
自由散策＝＝＝＝日本海さかな街（お買物）＝＝＝＝名古屋着（19:00頃）

スケジュール

出発日

６月3・7・11・15・19・23・27
７月2・10・14・18・22・26・30

出発日

６月15・23・27
７月 1・5・13・21・25・29    

◆日本海の高級魚のどぐろとあわびの競演
◆天橋立ビューランドのゴンドラ・リフト券付！

ツアーおすすめポイント！！

◆食事でもお土産でも使える！！さかな街にて
2000円分のクーポン付

◆近江牛ステーキ（80ｇ）&古式しゃぶ（50ｇ）
などを中心とした鉄板ディナー
◆５種類のおみやげ付
　①近江牛ハンバーグ100ｇ ②近江の卵（4個） 
③近江米1合 ④よもぎうどん1袋 
⑤はちみつフィナンシェ1個

ツアーおすすめポイント！！

鵜匠の家すぎ山の自慢料理をご堪能！鵜匠の家すぎ山の自慢料理をご堪能！

白衣付白衣付

岐阜善光寺岐阜善光寺

三方五湖・天空テラス三方五湖・天空テラス

近江米近江米

近江の卵近江の卵

近江牛ハンバーグ近江牛ハンバーグ

添 乗 員
最少催行

同行
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 食　事 昼食付日帰り

1泊2日 添 乗 員
最少催行

なし
1名トイレ付 ◆スタジオパスチケット付

◆安心のトイレ付のバスをご用意！
◆バスには充電に便利なコンセント又はUSBポート付！
◆両夜行プランなら開園～閉園までたっぷり楽しめます！

ツアーおすすめ
ポイント！！

名古屋南ささしまライブバス停（7:15発）＝＝＝＝ユニバーサルスタジ
オジャパン（10:50） ・・・・出発時間までフリータイム・・・・
・・・・ユニバーサルスタジオジャパン（18:25発）＝＝＝＝名古屋南ささし
まライブバス停着（22:00頃）

スケジュールコース

A 朝発日帰りプラン

名古屋駅太閤通口発（24:30発）＝＝＝＝＜車中泊＞
＝＝＝＝ユニバーサルスタジオジャパン（6:35） ・・・出発時間までフリー
タイム・・・ユニバーサルスタジオジャパン（22:20発）
＜車中泊＞＝＝＝＝名古屋南ささしまライブバス停着（5:00頃）

スケジュールコース

B 両夜行プラン

日本三景・天橋立と
のどぐろとあわびの
海鮮御膳

日本三景・天橋立と
のどぐろとあわびの
海鮮御膳

朝発日帰り/両夜行！ バスで行くユニバーサルスタジオジャパン朝発日帰り/両夜行！ バスで行くユニバーサルスタジオジャパン
食　事 なし

※参拝券料、法要料は別途必要となります。

※他コースとの相乗りとなる場合がございます。

※両夜行プランの出発日は入園日の前日でご予約下さい。

17

11

13

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）＝＝＝名古屋着（19:00頃）

スケジュール

◆伊良湖で3,300円相当の人気のフレンチ料理に舌鼓！
◆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！
◆伊良湖メロン1玉狩り+1玉お土産＆1/2カット試食！

ツアーおすすめポイント！！

添 乗 員
最少催行

なし
25名 食　事 昼食付日帰り

伊良湖岬！人気フレンチと
マスクメロン 
2玉持ち帰り

伊良湖岬！人気フレンチと
マスクメロン 
2玉持ち帰り

16

6,800円
旅行代金
（お1人様）

大人・小人同額

名古屋駅発（7:00）＝＝＝＝神明神社（石神さん）＝＝＝二見興玉神社・夫婦岩＝＝＝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）＝＝＝名古屋着（18:00頃）

スケジュール

出発日
６月26
７月9・24 
８月6 

◆女性の願いを叶えてくれる人気の「石神さん」を参拝！
◆伊勢神宮ではたっぷり参拝・お買い物の時間をご用意！
◆おかげ横丁などで使える食べ歩きクーポン付き（最大1200円相当）

ツアーおすすめポイント！！

添 乗 員
最少催行

同行
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 食　事 食事なし日帰り

女性の願いを叶える石神さんと
伊勢神宮参拝！
女性の願いを叶える石神さんと
伊勢神宮参拝！

15

※他コースとの相乗りとなる場合がございます。

※栂池トレッキングチケット（ゴンドラ・ロープウェイ乗車券+自然園入園券）は料金に含まれます。
・・・は徒歩移動となります。

名古屋駅発（7:00）＝＝＝白瀧大明神にて滝行※約60分～90分＝＝＝日帰り入浴＝＝＝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）＝＝＝名古屋着（18:00頃）

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！

スケジュール

出発日
６月26
７月9・24 
８月6  

◆滝行の白衣・ふんどし等の一式は料金に含まれてます！
◆時間の限り何回でも滝に打たれることができます！
◆冷えた身体はお風呂でゆったり回復！
◆たっぷり3時間！伊勢神宮内宮の参拝、お買い物の時間もあります！

ツアーおすすめポイント！！

添 乗 員
最少催行

同行
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 食 事 食事なし

添 乗 員
最少催行

なし
25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

日帰り

自分磨きの滝行と
伊勢神宮参拝ツアー
自分磨きの滝行と
伊勢神宮参拝ツアー

14

12

　コースイメージ　コースイメージ

滝行イメージ滝行イメージ

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)                    栂池地区温泉ホテル(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
栂池発(14:10)＝＝名古屋着(21:00頃)

スケジュール 食事

夕食
朝食

日程

1

2

◆自然園の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ください！

ツアーおすすめポイント！！

1泊2日

18
出発日 1名1室2名1室

旅行代金（お1人様） （  ）：子供代金
3～6名1室

７月30 ８月1・3・5・7・8・
 9・16・18・22・24・26 

名古屋駅発（8:00）＝＝＝＝日本海さかな街（2,000円分の昼食クーポン付・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（6月
中旬～7月上旬はあじさいが見頃）＝＝＝＝メタセコイア並木＝＝＝＝鉄板ダイニング
天満（夕食）＝＝＝＝名古屋着（20:00頃）

20,500円17,500円 （14,800円） 18,500円 （17,600円）

21,500円18,500円 （15,500円） 19,500円 （18,600円）

23,500円19,500円 （16,200円） 20,500円 （19,600円）
24,500円20,500円 （16,900円） 21,500円 （20,600円）

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！ 　　展望湿原からの白馬大雪渓　　展望湿原からの白馬大雪渓

食 事 夕食1回
朝食1回

栂池自然園栂池自然園
北アルプスさわやか信州白馬＆上高地北アルプスさわやか信州白馬＆上高地

※八方トレッキングチケット（ゴンドラ・リフト乗車券）は料金に含まれます。　・・・は徒歩移動となります。

1番人気の登山ルート！ 吉田口から登る！

◆標高約2,000ｍで3,000ｍクラスの
　高山植物を見ることができる珍しい
　場所です！
◆7～8月はニッコウキスゲ、コバイケイソ
　ウ、チングルマ、マツムシソウなどの高山
　植物が咲きます。

ツアーおすすめポイント！！

ツアーおすすめポイント！！1泊2日

19 八方自然研究路
日本アルプス屈指の絶景の池！
周囲（八方）が見渡せることが
名の由来の八方尾根を満喫！
ゴンドラリフトを乗り継いだ八方池山
荘から1時間ほどで自然に出来た「絶景
高山池」の八方池に到達します！ 　　　標高2,060ｍにある八方池　　　標高2,060ｍにある八方池

リゾートインマリオンシナノリゾートインマリオンシナノ

ホテルオークフォレストホテルオークフォレスト

と上高地2日間と上高地2日間八方自然研究路八方自然研究路

※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、途中のサービスエリア等で時間を設けます。(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。

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。

名古屋（7:30発）＝＝豊田（8:30発）＝＝岡崎（9:10発）＝＝豊橋（10:20
発）＝＝<新東名・富士スバルライン>＝＝富士スバルライン五合目＝＝

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---八合目以

上の山小屋(仮眠)

八合目以上の山小屋-----富士山専任ガイドと共に登山-----山頂(ご来光・

朝食/弁当)-----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>＝＝富士山溶岩の湯「泉水」にて入浴＆
自由昼食 約90分＝＝<新東名>＝＝豊橋（16:50頃）＝＝岡崎（18:00頃）
＝＝豊田（18:40頃）＝＝名古屋着（19:30頃）

スケジュール（山小屋1泊2食付） 食事

夕食

×

×

×

×

弁当

2日間

1

2

20 富士登山　八合目以上の山小屋確約！
専任ガイド付きのまんぞく富士登山
富士登山　八合目以上の山小屋確約！
専任ガイド付きのまんぞく富士登山

・ 全室バス・トイレ付（シャワートイレ）
・ 温泉大浴場付

安心の富士山専任ガイド同行（登山全行程同行）プラン

15:00頃着  

16:00頃出発

深夜（23:00～24:00頃）出発 約2～4時間

6:00頃下山開始/約4時間 11:00頃出発

約3～5時間

■色出発日   ■色出発日   ■色出発日   ■色出発日   ■色出発日   ■色出発日   ■色出発日

19,300円 19,800円 21,800円 22,000円 23,500円 24,500円 26,000円

2022 年 7月
日 月 火 水 木 金 土

1 2
8 9

11 13 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930
31

2022 年 8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 222324252627
282930 31

2022 年 9月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

■出発日カレンダー

2022 年 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

2022 年 8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

2022 年 6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

A 朝発日帰りプラン

■旅行代金(おひとり様)
   1泊2食

※小人は3,000円引
■色出発日              ■色出発日              ■色出発日              ■色出発日  

■旅行代金(おひとり様)

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

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。

コース案内

８月11･12・13・14
８月6･10・12

８月28・30　９月1・3

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)                   白馬地区温泉ホテル(泊) 

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(14:45)＝＝名古屋着(21:00頃)

スケジュール 食事

夕食
朝食

日程

1

2

出発日 1名1室2名1室
旅行代金（お1人様） （  ）：子供代金

3～6名1室

７月30 ８月7・8・9・10・
11・16・18・22・24・26 

21,400円18,400円 （15,400円） 19,400円 （18,500円）

22,400円19,400円 （16,100円） 20,400円 （19,500円）

24,400円20,400円 （16,800円） 21,400円 （20,500円）
25,400円21,400円 （17,500円） 22,400円 （21,500円）８月13・14

８月6･12・20

８月1・3・5・28・30 ９月1・3

14,800円 15,800円 16,800円 17,800円

2022 年 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

2022 年 8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

2022 年 6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

B 両夜行プラン

※小人は3,000円引
■色出発日              ■色出発日              ■色出発日              ■色出発日  

■旅行代金(おひとり様)

14,800円 15,800円 16,800円 18,800円

三方五湖・天空のテラスと
海鮮ランチ&
近江牛ステーキディナー

三方五湖・天空のテラスと
海鮮ランチ&
近江牛ステーキディナー

◆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！
◆山小屋は八合目以上を確約！他コースには個室プランも
　ございます！
◆初めての方でも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！

富士山専任
ガイド同行

露天風呂露天風呂

と上高地2日間と上高地2日間

栂池御膳栂池御膳■利用予定ホテル：リゾートインマリオンシナノ又はホテルグランジャム栂池 他同等クラス

■利用予定ホテル：ホテルオークフォレスト又はホテル五龍館 他同等クラス

添 乗 員
最少催行

なし
15名




