
10,000円⇒5,000円

ひつまぶしの夕食と尾張津島神社！ひつまぶしの夕食と尾張津島神社！

夏の旅夏の旅 ～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 7月～9月2022年 7月～9月

おすすめバス旅行おすすめバス旅行

スケジュール

ガン封じで有名な無量寺と
西浦温泉の展望風呂とランチ！
ガン封じで有名な無量寺と
西浦温泉の展望風呂とランチ！犬山名物のでんがくのランチ！犬山名物のでんがくのランチ！

名古屋駅発（11：00）＝＝＝＝＝犬山名物 田楽で有名な松野屋（昼食）＝＝＝＝国宝犬山城・
犬山城下町などを散策（約120分）＝＝＝＝成田山名古屋別院（参拝）＝＝＝＝＝両口屋是清
の工場売店でお買物＝＝＝＝名古屋着（18:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（11：00）＝＝＝＝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（ハワイアンランチ：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（18:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（10:00）＝＝＝伊賀八幡宮（7月見頃のハスの花）＝＝蒲郡オレンジパーク（うなぎ釜まぶしと
ぶどう・もものフルーツ狩り）＝＝ラグーナフェスティバルマーケット（お買物）＝＝名古屋着（18:00頃）

スケジュール

名古屋駅発（10：30）＝＝「伊勢海老とアワビの海鮮御膳」をご堪能！＝＝花ひろばにてひまわり畑の鑑賞と花摘み
＝＝大宝寺（参拝）＝＝魚太郎本店鮮魚市場（お買物）＝＝えびせんパーク（お買物）＝＝名古屋着(17:30頃)  

スケジュール

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

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）

スケジュール名古屋駅発（12:20）＝＝＝七宝焼アートビレッジ（ガイド案内付）＝＝津島神社（参拝：尾張津島天王祭
で有名）＝＝＝甚目寺観音（参拝：尾張四観音のひとつ）＝＝＝尾張徳川家の御用菓子司をルーツにもつ
「菓匠 花桔梗」などでお買物と蓬左亭のひつまぶしの夕食＝＝＝＝名古屋着（18:30頃）

スケジュール

名古屋駅発（9：30）＝＝無量寺参拝（ガン封じのお寺）＝＝＝西浦温泉 ホテル末広（すえひろ）末広膳＆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（12：30）＝＝＝お茶松鶴園（※工場見学＆呈茶＆スイーツ試食）＝＝＝華蔵寺（吉良
上野介の菩提寺にて枯山水の庭園を見学）＝＝一色さかな広場（お買物）＝＝吉良観光ホテル
にて一色産うなぎ御膳の夕食を満喫＝＝＝三ヶ根山スカイライン＝＝＝名古屋着（20：00頃）

スケジュール

※他コースとの相乗りとなる場合がございます。

人気の犬山城下町をぶらり散策と人気の犬山城下町をぶらり散策と 　 伊勢海老とアワビの共演！
豪華海鮮御膳とひまわり畑の絶景
　 伊勢海老とアワビの共演！
豪華海鮮御膳とひまわり畑の絶景

ぶどう・ももの夏のフルーツ狩りとぶどう・ももの夏のフルーツ狩りと
うなぎ釜まぶし！うなぎ釜まぶし！

◆国宝犬山城を訪れます！
※お城の入場料は別途必要
となります。

◆犬山で行列のできる
松野屋で人気の
「でんがく定食」を
ご賞味！
◆老舗両口屋是清の工場
直売店でお買物！

ツアーおすすめポイント！！
ツアーおすすめポイント！！

◆昼食はセントレアホテルの
ハワイアンランチブッフェ！
◆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！！ ◆うなぎの釜まぶしと冷やしガマゴリうどんで
ひんやり夏気分！
◆もも狩り（2玉）+ぶどう狩り（デラウェア2
房）を持ち帰り！

ツアーおすすめポイント！！

◆伊良湖岬で人気のフレ
ンチ料理に舌鼓！
◆日本の砂浜百選に選ば
れた恋路ヶ浜散策！
◆伊良湖メロン1玉狩り
+1玉お土産＆1/2
カット試食！

◆七宝焼作品や製作道具
などを見学とガイドの
解説付き！
◆天王社の総本社の津島
神社を参拝！
◆名古屋の食文化を楽し
むことができる新スポッ
トhōsaでのお買物と蓬
左亭のひつまぶしを堪
能！

ツアーおすすめポイント！！

◆ガン封じで有名な無量寺を参拝！
◆西浦温泉「ホテル末広」にて展望風呂と
お食事でリフレッシュ！
◆蒲郡海鮮市場でちりめんじゃこ盛り放題！

◆三河一色産のうなぎ御膳
の夕食を優雅にご賞味！

◆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。

◆一色さかな広場にて500円のお買物クーポン付。

出発日
7月8・11・13

出発日
7月9・10

出発日
7月8・11・13

出発日
7月8・9・10・11・12・14

出発日
7月10・11・12・13・14

出発日
7月8・9・10・12・13・14

出発日
7月9・10・11出発日

7月8・9・10・12・14

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
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「伊勢海老とアワビの海鮮御膳」「伊勢海老とアワビの海鮮御膳」 花ひろばのひまわり畑花ひろばのひまわり畑

一色産うなぎの御膳一色産うなぎの御膳

コースイメージコースイメージ

「末広膳」「末広膳」 天空露天風呂天空露天風呂

ミニフィッシュバーガーや
アヒポキ丼、ロコモコ丼
など
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抹茶と一色うなぎ御膳の夕食！抹茶と一色うなぎ御膳の夕食！
吉良上野介ゆかりの枯山水庭園吉良上野介ゆかりの枯山水庭園

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
・左記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。

LOVEあいちツアー参加条件（コース番号L1～L8）
※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！！

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。

◆最少催行25名　◆添乗員・バスガイド：同行なし  ◆食事：L1～L4・L6は昼食付、L5・L7は夕食付

※L1～L8がLOVEあいちキャンペーン対象のコースとなります。
※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半額（上限5,000円）の補助を受けています。

L1 L2 L5

L7 L8

L6

L4L3

ツアーおすすめポイント！！

ツアーおすすめポイント！！

犬山城では
ボランティアガイド同行

犬山名物でんがく定食犬山名物でんがく定食国宝犬山城国宝犬山城

ハワイアンランチブッフェと
                鮮魚市場お買物
ハワイアンランチブッフェと
                鮮魚市場お買物

旅行代金
（おひとり様）

10,000円⇒5,000円旅行代金
（おひとり様）

10,000円⇒5,000円旅行代金
（おひとり様）

12,000円⇒7,000円
旅行代金（おひとり様）

旅行代金
（おひとり様）

旅行代金
（おひとり様）

※9・10日出発は提供はございません。

※9・10日の松鶴園はお買物のみとなり、呈茶・スイーツの提供はございません。

旅行代金
（おひとり様）

旅行代金
（おひとり様）10,800円⇒5,800円
◆師崎の釣船民宿大
友にて伊勢海老と
アワビをご提供！
◆花ひろばにてひま
わり畑の鑑賞！花
摘みもできるよ！
◆魚太郎本店・えび
せんパークで買物
が楽しめます。

12,800円⇒7,800円
8,000円⇒4,000円

大人・小人同額
大人・小人同額

大人・小人同額
大人・小人同額

大人・小人同額

大人・小人同額

大人・小人同額

大人・小人同額

Part3

6,000円⇒3,000円

Hau'oli HawaiiHau'oli Hawaii

至福のひととき！ハワイ気分

～セントレアホテルが贈る至福のひととき～～セントレアホテルが贈る至福のひととき～

旅行代金（お1人様）

大人・小人同額
6,800円
旅行代金（おひとり様）

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（参拝・
お買物）＝＝＝＝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）

◆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！

※他コースとの相乗りとなる場合がございます。

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）

スケジュール

出発日
７月⑨・㉔ 

９月10・20・28

◆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
食 事 食事

なし日帰り

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
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伊勢神宮伊勢神宮

神明神社（石神さん）神明神社（石神さん）

伊勢神宮内宮伊勢神宮内宮

夫婦岩夫婦岩

10,500円

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。

全国旅行支援について全国旅行支援について
7月前半に発表予定の全国旅行支援に向けて事前にお申込みのご予約も対象となれば適用できる
よういたします。また、対象商品への変更も可能といたします。

○印は催行決定日

出発日
７月⑨・㉔ 
８月⑥・20・28
９月10・20・28
○印は催行決定日

伊良湖産の海産物を
ふんだんに使ったランチ

アワビ付アワビ付

８月⑥・20・28



※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。

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

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

1泊2日
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出発日 1名1室2名1室

旅行代金（おひとり様） （  ）：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 

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）

栂池自然園栂池自然園
夏でも涼しい信州白馬へ！夏でも涼しい信州白馬へ！

※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。

19 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

22 「白馬大雪渓」＆八方尾根自然研究路「白馬大雪渓」＆八方尾根自然研究路

26 北アルプス白馬山麓フリープラン北アルプス白馬山麓フリープラン

８月11･12・13・14
８月6･10

８月28・30　９月1・3

出発日 1名1室2名1室
旅行代金（おひとり様） （  ）：子供代金
3～6名1室

８月8・22
44,300円
47,300円
48,300円
52,300円８月11・14

８月5

８月28

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（おひとり様） （  ）：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

と上高地2日間と上高地2日間 と上高地
4日間

と上高地
4日間

■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
※※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。

ホテル===「白馬大雪渓」トレッキング（猿倉～木橋～御殿場～白馬尻
～大雪渓ケルン～白馬尻～御殿場～木橋～猿倉）===ホテル

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 　　　　白馬地区温泉ホテル（泊）

出発までフリータイム　八方発（14:45）＝＝＝＝名古屋着（21:00頃）

スケジュール 食事

夕食

夕食

朝食

夕食
朝食

朝食

日程

1

2

3

4

・・・は徒歩移動となります。

栂池発（14：10）＝＝岩岳ゴンドラ発（14：30）＝＝八方発（14:45）＝＝五竜発
（15：05）＝＝扇沢発（16：20）＝＝＝名古屋着（21：00頃）

スケジュール 食事

夕食

夕食
朝食

朝食

日程

1

2

3

■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 ■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

と上高地
3日間

と上高地
3日間

1

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）

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）

フリータイム 　　　　　　　　　　  　白馬山麓地区温泉ホテル（泊） 

真夏の平均気温22℃の避暑地真夏の平均気温22℃の避暑地

35,800円（28,100円）
38,300円（30,200円）
38,300円（30,200円）
41,300円（32,300円）

38,300円（37,400円）
41,300円（40,400円）
41,300円（40,400円）
44,300円（43,400円）

出発日 1名1室2名1室
旅行代金（おひとり様） （  ）：子供代金
3～6名1室

８月5・6・9
29,000円
31,000円
34,000円
35,000円８月11・12・13

８月10

８月7・8 23,000円（18,800円）
24,000円（19,500円）
26,000円（20,900円）
27,000円（21,600円）

25,000円（25,000円）
26,000円（26,000円）
28,000円（28,000円）
29,000円（29,000円）

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

ジャムジャムツアー　　　検索

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。

アプライジンググループ

050-3802-1544 050-3802-1547
平　日／11：00～19：00
土日祝／11：00～18：00

信州割
予約センター

S-2～4、SK-1のコースの方はコチラ
予約センター

添 乗 員
最少催行

同行なし
20名日帰り なし食 事 開園からたっぷりプラン

※出発日は入園日の前日でご予約下さい。

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

◆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）

出発日
7月①・⑤・⑬

7月③・9・⑩  8月11・14・15  9月19・23・24・25

7月16～31  8月2・4・6・7・8・10・17・19～21・23・25・27～29
9月1・3・4・6・8.・10～12・14・16・21・27・29

食事なし お弁当付
5,000円 6,200円

5,800円 7,000円
5,500円 6,700円

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」

ツアーおすすめポイント！！

〇印は催行決定日

　

添 乗 員
最少催行

なし
25名

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、群馬県、埼玉県、
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県在住の方限定 ひとりで2席

Wシート 往復で
6,000円増
往復で
6,000円増信州割 SPECIAL

多様な動植物の息づく自然の宝庫
この時期はもっとも花の多い時期。ショウジョ
ウバカマ、イワカガミ、ニッコウキスゲの大群
落が迎えてくれる。

大人3,700円⇨3,300円
2,100円⇨1,850円小人

白馬美景めぐりチケット割引 ※ホテルフロントにてお買い求めください。（観光クーポン利用可能）

八方池までゴンドラとリフトを乗り継いで片
道90分。初心者でも楽しめるトレッキング
コース。160種類を超える高山植物が自生

涼風そよぐテラスで圧倒的な山岳景観を
楽しむ

大人3,200円⇨2,800円
2,000円⇨1,700円小人

大人2,400円⇨2,250円
1,300円⇨1,200円小人

上高地&黒部ダム観光放水上高地&黒部ダム観光放水

19,000円
22,000円

SK-1　1泊コース
出発日 部屋タイプ 旅行代金（おひとり様）

2～5名1室

1名1室
7月 7・8・9・10・11・
　 12・13・14

14,000円
17,000円

お支払い実額（おひとり様）

＋観光クーポン
2,000円付

黒部湖遊覧船ガルベ
乗船にも使える！

上高地&白馬山麓フリータイム上高地&白馬山麓フリータイム
16,500円
19,500円

S-2　1泊コース
出発日 部屋タイプ 旅行代金（おひとり様）

2～5名1室

1名1室
7月 7・8・9・10・
    11・12・13・14

11,500円
14,500円

お支払い実額(おひとり様)

＋観光クーポン
2,000円付

　
24,000円
30,000円

S-3　2泊コース
出発日 部屋タイプ 旅行代金（おひとり様）

2～5名1室

1名1室
7月 7・8・9・10・
    11・12・13

14,000円
20,000円

お支払い実額(おひとり様)

＋観光クーポン
4,000円付

　
32,000円
41,000円

S-4　3泊コース
出発日 部屋タイプ 旅行代金（おひとり様）

2～5名1室

1名1室
7月 7・8・9・10・
     11・12

17,000円
26,000円

お支払い実額(おひとり様)

＋観光クーポン
6,000円付

          ◆上高地滞在時間約2時間30分
◆上高地にて「飛騨牛八角弁当付」　◆上高地散策マップ付(モデルコース詳細付)
◆黒部ダムでたっぷり4時間
放水観覧、黒部湖遊覧船、ダムえん堤ウォークなど楽しみいっぱい

ツアーおすすめポイント！！

◆上高地滞在時間約2時間30分
◆上高地にて「飛騨牛八角弁当付」
◆上高地散策マップ付(モデルコース詳細付)
◆白馬美景めぐりチケット割引

ツアーおすすめポイント！！

■宿泊ホテル（露天風呂付温泉大浴場）
　白馬ホテルオークフォレスト
　（全室バス&シャワートイレ付）

えん堤の高さ186mは日本一を誇り、長さ492ｍと左右のウィングが特徴の黒部ダムえん堤の高さ186mは日本一を誇り、長さ492ｍと左右のウィングが特徴の黒部ダム

さわやか北アルプスの
美景めぐり

名古屋駅(7:30発)==上高地（昼食付・
自由散策）---------白馬栂池（17:30頃）

スケジュール 食事日程

1 1 1

出発までフリー
（白馬美景めぐり等でお楽しみください）
白馬栂池（14:00発）===名古屋着（21:00頃）

終日フリー
（白馬美景めぐりなどでお楽しみください）

2

2

3 4

2
・
3

■宿泊ホテル（全室バス＆シャワートイレ付）
　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

栂池自然園
（往復のゴンドラ&ロープウェイ代+入園料付）

八方自然研究路
(往復のゴンドラ、リフト&具ラードクワットリフト代付)

岩岳マウンテンリゾート
(往復のゴンドラ+5線サウスリフト代付)

出発日 大人 小人

7月 22・23・29・30　
8月 8・10・15・19・20・26・27　9月 2・9

7月 8　8月 1・3・17・29　9月 3

7月 15・16　8月 5・6・12・13　
9月 16・17・22・23

8月 22・24・31　9月 5・7

※ユニバーサルスタジオジャパンが予告なく入園を早めた場合は、開園と同時に入場できない場合があります。

名古屋（24：30発）＝＝＝＝（車中泊）＝＝＝＝

USJ（18：25発）＝＝＝＝名古屋着（22：00頃）

スケジュール日程

1

2
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（約9時間滞在）

7：30頃着　18：25出発

◆行きは夜行バスなので開園から入場が可能です。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅
夏休みは感動がいっぱい！！夏休みは感動がいっぱい！！

ツアーおすすめポイント！！

15,800円
16,300円
16,800円
17,500円

12,800円
13,100円
13,700円
14,400円

憧れの山岳リゾート

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

約4時間滞在！

上高地日帰りの旅

栂池自然園栂池自然園
八方自然研究路八方自然研究路 岩岳マウンテンリゾート岩岳マウンテンリゾート

和食和牛陶板焼和食和牛陶板焼

信州の食材を
使った食事を
ご提供！

滞在中の夕食は信州プレミアム牛の陶板焼や
ローストビーフ、白馬ポークのせいろ蒸しや冷しゃ
ぶ、信州サーモン、大王いわなの刺身、信州そば、
地元で採れる山菜の天ぷらやおひたしなどが
日替わりで堪能いただけます！

名古屋駅(7:30発)===上高地（昼食付・自由散策）===白馬山麓（17:00頃）

スケジュール日程 食事

1

白馬山麓発(9:30)===扇沢(10:30)----黒部ダム(フリータイム約4時間）----扇沢（15:30）===名古屋駅（21:00頃）2
夕食
昼食付

朝食

露天風呂露天風呂

夕食
昼食付

朝食

夕食
朝食

※現地申込み・現地支払いとなります。

ホテルでの飲食等
にも使える！

ホテルでの飲食等
にも使える！

ホテルでの飲食等
にも使える！

〈1DAYスタジオパス付〉

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。

ご案内とお願い

<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％

24時間オンライン予約OK

白馬山麓地区
ホテル

外観外観
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外観外観 外観外観


