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2-12-1 1-181-18

1-41-41-11-1

クーポン付
（三重県）

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。
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早春の絶景！圧巻のしだれ梅と
4000本以上の梅林公園を散策
早春の絶景！圧巻のしだれ梅と
4000本以上の梅林公園を散策

2023年の開運をいち早く！
伊勢神宮内宮・外宮の初詣と夫婦岩！
2023年の開運をいち早く！
伊勢神宮内宮・外宮の初詣と夫婦岩！

名古屋発駅（8：30）＝＝＝＝＝越前そばの里＝＝＝＝越前町・旅館平成
（活本ズワイカニの昼食）＝＝＝＝日本海さかな街（お買物）＝＝＝＝小牧
かまぼこ＝＝＝名古屋着（18：30頃）

カニ・カキの浜焼き食べ放題と
いちご狩り＆菜の花まつり！
カニ・カキの浜焼き食べ放題と
いちご狩り＆菜の花まつり！実績実績福（ふく）ふぐライナー福（ふく）ふぐライナー

世界遺産 高野山と
あったか熊野牛のすき焼き御膳
世界遺産 高野山と
あったか熊野牛のすき焼き御膳

　　　　　いちご狩り食べ放題と
海鮮舟盛り！絶景の日本平夢テラス
　　　　　いちご狩り食べ放題と
海鮮舟盛り！絶景の日本平夢テラス

2023年 2月 ～ 6月2023年年 2月月 ～ 6月月2023年 2月 ～ 6月

全国旅行支援

日帰り 添 乗 員
最少催行

同行
25名
同行
25名 食 事 昼食付 添 乗 員

最少催行
同行
25名
同行
25名

※写真は2名盛りとなります。※写真は2名盛りとなります。

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
15名
なし
15名 日帰り 添 乗 員

最少催行
同行
25名
同行
25名

ずわい蟹＆近江牛すき焼食べ放題と
お千代保稲荷の初詣！
ずわい蟹＆近江牛すき焼食べ放題と
お千代保稲荷の初詣！

かに料理の極み、
贅を尽くしたかに三昧
かに料理の極み、
贅を尽くしたかに三昧

・かにサラダ
・かに生酢
・かにそば
・かに豆腐
・焼きかに
・かに寿司
・かに刺し（越前かに）
・かに茶碗むし
・ゆでがに一杯
・かにグラタン
・かに鍋
・かに雑炊

お品書（全12品）

～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

1-81-81-81-8

新春初詣！伏見稲荷大社と
うさぎを祀る岡崎神社
新春初詣！伏見稲荷大社と
うさぎを祀る岡崎神社

日帰り 添 乗 員
最少催行

同行
25名
同行
25名 食 事 昼食付 日帰り 添 乗 員

最少催行
同行
25名
同行
25名 食 事 昼食付 日帰り 添 乗 員

最少催行
同行
25名
同行
25名 食 事 昼食付 食 事 なし

24時間オンライン受付可能 活（かつ）かにライナー活（かつ）かにライナー

・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。
※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。

日帰り

クーポン付
（福井県）

クーポン付
（岐阜県）

添 乗 員
最少催行

同行
25名
同行
25名 食 事 朝1回

昼2回・夕1回1泊2日

・かにどんぶり
・かに茶碗蒸し
・越前そば
・かにグラタン
・かに汁
・ゆでかに半身

小人メニュー

名古屋駅発（8：00）＝＝＝日本平夢テラス（絶景富士山眺望・月日星お買物）
＝＝焼津さかなセンター（海鮮15種舟盛り）＝＝ジャパンベリー（いちご狩り）
＝＝＝蓬莱橋＝＝＝茶の都ミュージアム（お買物）＝＝＝名古屋着（19：30頃）

名古屋駅発（9：30）＝＝＝鈴鹿の森庭園（しだれ梅鑑賞）＝＝＝椿大神社
（参拝＆昼食）＝＝＝いなべ市梅林公園（東海地区最大級の梅林）＝＝＝
にぎわいの森（お買物）＝＝＝名古屋着（17：00頃）

名古屋駅発（8：10）＝＝＝＝伏見稲荷大社（全国30,000社ある
お稲荷さんの総本宮）＝＝＝アーバンホテル京都（ランチブッフェ）
＝＝＝岡崎神社（参拝）・・・・・徒歩10分・・・・・平安神宮（参拝）＝＝＝
京つけもの大安（お買物）＝＝＝名古屋着（19：00頃）

名古屋駅発（7:30）＝＝＝伊勢神宮（内宮参拝・おはらい町通り・
おかげ横丁散策、勢乃國屋の松阪牛の昼食）＝＝＝伊勢神宮
（外宮）＝＝二見興玉神社・夫婦岩＝＝＝名古屋着（17:30頃）

名古屋駅発（10：30）＝＝＝釣船民宿大友（天然ふぐ料理の昼食）
＝＝魚太郎本店（お買物）＝＝えびせんべいの里＝＝めんたいパーク
＝＝＝名古屋着（16：30頃）

名古屋駅発（9:30）＝＝＝えびせんべいとちくわの共和国＝＝蒲郡オレンジパーク
（カニ・カキ・サザエなど浜焼き食べ放題60分といちご狩り食べ放題）＝＝＝伊良湖
菜の花ガーデン（菜の花まつりを鑑賞）＝＝ちくわの里＝＝＝名古屋着（18:00頃）

名古屋駅（7:30）＝＝＝一の橋天風（昼食）＝＝＝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）＝＝＝
高野山・奥之院（専任ガイドにてご案内・ガイドイヤホン付）＝＝＝徳川家
霊台＝＝＝名古屋着（20:00頃）

富士急ハイランド（9:00頃着）・・・＜フリータイム＞・・・（17:30発）＝＝＝
東岡崎駅（21:10頃）＝＝＝豊田市駅（21:40頃）＝＝＝名古屋着（22:30頃）

名古屋駅発（22:30発）＝＝＝豊田市駅（23:40）＝＝東岡崎駅発（24:20）
＝＝＜車中泊＞＝＝

名古屋駅発（8:50）＝＝＝千代保稲荷神社（参拝＆散策）＝＝＝エアーかおる（お買物）＝＝＝sekigahara
花伊吹（国産牛すき焼＆ステーキ＆ズワイ蟹食べ放題）＝＝＝金亀酒造（酒造見学＆試飲）＝＝＝彦根城
夢京橋キャッスルロード（お買物）＝＝＝名古屋着（18:30頃）

※散策時の有料施設は各自負担となります。
※混雑状況によっては観覧順番が変わることがございます。

クーポン付
（静岡県）

クーポン付
（和歌山県）

クーポン付
（山梨県）

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
20名
なし
20名 食 事 昼食付 日帰り 添 乗 員

最少催行
なし
25名
なし
25名 食 事 昼食付 食 事 昼食付

出発日

3月7・11・15・19・23・27

旅行代金（おひとり様）

7,500円

全国旅行支援（お支払い実額）

6,000円
出発日

3月18・22・26・30

旅行代金（おひとり様）

10,000円

全国旅行支援（お支払い実額）

8,000円

出発日

3月5・7・10・11・12
　  14・17・20・21・22
　   23・25

旅行代金（おひとり様）

15,500円

全国旅行支援（お支払い実額）

12,500円
10,500円 8,400円

出発日

3月9・18・25

旅行代金（おひとり様）

9,500円

全国旅行支援（お支払い実額）

7,600円

ツアーおすすめポイント！！

ツアーおすすめポイント！！

◆全国に30,000社あるといわれるお稲荷さんの総本宮を参拝
◆2023年の干支、うさぎを祀る岡崎神社を自由参拝
◆朱塗りの社殿や応天門が有名な平安神宮を自由参拝

◆内宮・おはらい町通り・お
かげ横丁で約1 4 0分
+40分（昼食）！
◆ブランド牛の松阪牛をご
賞味いただきます！

◆お昼は15種類の海鮮舟盛りをご賞味！
◆大井川にかかる世界一長い木造歩道橋を体験
◆お茶たい焼きの食べ歩きと鰹節1パッ
クのちょっぴりプレゼント

出発日

3月5・13・21

旅行代金（おひとり様）

9,000円

全国旅行支援（お支払い実額）

7,200円
出発日

3月1・6・11・16・21・29

旅行代金（おひとり様）

13,100円

全国旅行支援（お支払い実額）

10,480円
出発日

3月8・12

旅行代金（おひとり様）

9,300円

全国旅行支援（お支払い実額）

7,440円 出発日

3月12・13

旅行代金（おひとり様） 全国旅行支援
（お支払い実額）

12,500円
12,000円
11,360円
9,920円

夜行日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
25名
なし
25名

伏見稲荷大社
の千本鳥居

伏見稲荷大社
の千本鳥居

松阪牛鍋御膳松阪牛鍋御膳

夫婦岩夫婦岩伊勢神宮伊勢神宮

岡崎神社の狛うさぎ岡崎神社の狛うさぎ

出発日

3月11・15・18・20・26　　

旅行代金（おひとり様）

12,000円

全国旅行支援（お支払い実額）

9,600円

出発日

3月1・5・10・18・21

旅行代金（おひとり様）

12,000円

全国旅行支援（お支払い実額）

9,600円

出発日 旅行代金（おひとり様） 全国旅行支援

最少催行 25名25名25名25名25名25名25名25名25名25名

バスで行く！ 
富士急ハイランドへの旅
バスで行く！ 
富士急ハイランドへの旅

2-22-2 夜行日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
2名
なし
2名最少催行

バスで行く！バスで行く！

最少催行 2名2名2名2名2名2名2名2名2名2名最少催行

東京ディズニーリゾートへの旅東京ディズニーリゾートへの旅

春の旅春の旅

・旅行代金が最大20％割引
（割引上限額　バス+宿泊 5,000円　日帰り 3,000円）
・地域クーポン券　休日 1,000円　平日 2.000円

★小人料金の記載のないコースは、大人と同一料金となります。　※事業期間であっても補助金が上限に達した段階で、全国旅行支援額での販売を停止させていただきます。　
※取消料は補助前の旅行代金を基準に算出されます。

〈休日とは〉宿泊プランは土曜日宿泊　日帰りプランは土曜・日曜・祝日

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
①ワクチンを3回接種済であること。②出発日の3日前以降に採取した検体によるPCR検査結果、抗原定量検査の
結果または、出発日前日以降の抗原定性検査の結果が陰性であること。③3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。④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。

※日帰りコースは都道府県によってはクーポン券がつかないもの
もございます。各コースにてご確認ください。またクーポンは電子
クーポンとなりますが取得方法については各自治体によって異
なります。

ツアーおすすめポイント！！

◆ボリューム抜群！三河
湾の天然ふぐをご賞味

ツアーおすすめポイント！！

◆約100種類・4000本以上の
広大な梅林公園を鑑賞

◆呉服枝垂（くれはしだれ）を中
心としたしだれ梅を鑑賞

◆にぎわいの森にてお土産などの
お買物にてお楽しみください！

ツアーおすすめポイント！！

◆行きは夜行バスなので仕事終わりでも気軽に参加可能！
◆早朝到着なので開園からお楽しみいただけます。
◆荷物は車内に置いたままでもOK！

ツアーおすすめポイント！！

◆往復夜行バス利用だから開園から閉園
まで1日楽しめます

ツアーおすすめポイント！！

◆高野山の2大聖地の
ひとつ「奥之院」を現
地ガイドと共に巡り
ます（90分）
◆「奥之院」ではガイ
ディングイヤホン付
◆昼食は熊野牛をメイ
ンにしたすき焼き御
膳をご用意

ツアーおすすめポイント！！

◆伊豆一の宮の三嶋大社を訪れます。
◆北川温泉の高級旅館「つるや吉
祥亭」に早めにチェックイン、ゆっ
くり滞在！
◆伊豆の小京都修善寺の散策をお
楽しみ下さい。

ツアーおすすめポイント！！

◆活き本ずわい蟹、
おひとり様2.5杯使用

ツアーおすすめポイント！！

◆牛・カニの60分間食べ放題のランチ付！
◆「おちょぼさん」で有名な千代保稲荷神社参拝！
◆「魔法のタオル」のエアーかおる本丸にてタオルプレゼント！
◆近江米、近江卵、近江牛ハンバーグのお土産付
◆金亀酒造で酒造見学と試飲のお楽しみ付

ツアーおすすめポイント！！

◆カニ・カキの浜焼きが60分
食べ放題！

◆いちご狩り30分食べ放題

ツアーおすすめポイント！！

焼津海鮮三昧！

椿弁当椿弁当

熊野牛すき焼き御膳熊野牛すき焼き御膳

鈴鹿の森庭園の呉服枝垂（くれはしだれ）鈴鹿の森庭園の呉服枝垂（くれはしだれ） いなべ市農業公園　梅林公園いなべ市農業公園　梅林公園

こだわりのふぐ料理
天然ふぐを食べに行こう！
こだわりのふぐ料理
天然ふぐを食べに行こう！

・ふぐ鍋
・ふぐ刺し
・ふぐの唐揚げ
・小鉢・雑炊
・漬物・デザート

地域クーポン
なし

地域クーポン
なし

伊良湖・菜の花まつり伊良湖・菜の花まつり

千代保稲荷神社千代保稲荷神社

・近江牛すき焼食べ放題
・本ズワイ蟹足食べ放題
・国産！紅ズワイ蟹足食べ放題
・近江牛おこわの牛寿司食べ放題
・国産牛すき焼食べ放題
・【ライブキッチン】近江牛ハンバーグ食べ放題
・【ライブキッチン】国産牛ステーキ食べ放題
・近江牛骨スープ飲み放題
・蟹近江牛カレー食べ放題
・蟹近江牛雑炊食べ放題
・蟹近江牛餡かけ皿そば食べ放題
・蟹近江牛餡かけ炒飯食べ放題
・蟹近江牛餡かけご飯食べ放題

1

2

名古屋駅発（8：30）＝＝＝＝＝豊田（9：30）＝＝＝＝沼津港（網元武田丸にて昼食）＝＝＝＝三嶋大社（参拝）＝＝＝＝北川温泉（泊）（16：00頃着）

ホテル（9：00）＝＝＝＝＝修善寺（自由散策）＝＝＝＝代官屋敷（昼食）＝＝＝＝かんなみ仏の美術館（観賞）＝＝＝＝沼津ふなと干物屋（お買物）＝
＝＝豊田（17：50頃）＝＝＝＝名古屋着（18：50頃）

絶景の温泉かけ流しの宿・北川温泉
「つるや吉祥亭」に泊まる/自然と歴史を感じる伊豆2日間

ほっかわほっかわ

きっしょうていきっしょうてい

全国旅行支援
（お支払い実額）

旅行代金
（おひとり様）

出発日 部屋タイプ　

33,800円
31,800円
30,800円

2月28
3月7・14・20 和室

2名1室

3名1室

4～5名1室

28,800円
26,800円
25,800円

昼食は
1日目：
「沼津名物握り」

2日目：
「代官湯豆腐膳」

夕食は新鮮な地の旬を会席料理夕食は新鮮な地の旬を会席料理

修善寺散策修善寺散策三嶋大社三嶋大社

1. 湯上りビール1杯無料/
　 16:00～17:00
2. ところてんサービス/
　 7:00～10:30
　 16:00～18:00
3. 麦茶&冷水
　 24時間利用OK

2本の自家源泉より引くかけ流し温泉2本の自家源泉より引くかけ流し温泉

※入園日の前日を出発日としてご予約ください。※バスは東京ディズニーランド発着となります。ディズニーシーへは各自にてご移動ください。

※入園日の前日を出発日としてご予約ください。※人数によっては高速路線バスにて振り替えさせていただく場合もございます。
※上記以外の日程もございます。ホームページにてご確認ください。

1

2

名古屋駅発（22:30発）＝＝豊田市駅（23:30）＝＝東岡崎駅発（24:00）＝＝豊橋駅（25:00）＝＝＜車中泊＞＝1

豊橋駅（4:30頃）＝＝＝＝＝＝＝＝東岡崎駅（5:20頃）＝＝＝＝＝＝＝＝豊田市駅（5:50頃）＝＝＝＝＝＝＝名古屋着（6:40頃）3

2

往復バス+1デーフリーパスポート付

往復バス+1デーパスポート付

大人

中高生

小学生

未就学児

15,500円
15,000円
14,200円
12,400円

全国旅行支援（お支払い実額）

14,480円15,440円19,300円3月7・9・13・14・15・16

大学・大学院・
短大・専門学生
(18歳以上）

大学・大学院・
短大・専門学生
(18歳以上）

中学生・高校生
(12～17歳） 中学生・高校生

(12～17歳）
出発日

『春のキャンパスデーパスポート』付
学生限定

湯上り処での
各種サービス

クーポン付
（京都府）

クーポン付
（静岡県）

クーポン付
（三重県）

クーポン付
（千葉県）

※このコースは1名様での参加はできません。2名様以上でお申込み下さい。

18,100円

大人

小人

東京ディズニーランド（7:30頃着）・・・ ・・・東京ディズニーランド（22:10発）＝＝＜車中泊＞＝＝東京ディズニーランド又は
東京ディズニーシー

学生はお得 !!

食 事 なし

食 事 昼食付 食 事 昼食付

※TDR園内使用不可



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

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

食　事 昼食付（弁当）
夕食

食　事 昼食付（弁当）
夕食付

食　事 昼食付（弁当）

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桜の開花時期は前後する場
合がありますが開花状況に関わらず催行確定したツアーは出発致します。記載の見学予定時間は交通状況により変更になる場合があります。

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

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

予約センター 050-3802-1544

出発日 旅行代金（おひとり様）

13,800円4月17・26
5月13・18・26・28

お申込みは…

出発日 旅行代金（おひとり様）

北野天満宮のもみじ苑と名店竹仙のゆどうふの夕食

雪の大谷ウォーク&季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！季節到来！大迫力！！

＝＝白馬山麓ホテル（17：30頃）

スケジュール日程

1

白馬山麓（8：40）＝＝＝＝＝＝立山アルペン村（昼食）＝＝＝＝＝＝立山駅＝＝＝＝＝室堂……「雪の大谷ウォーク」……
室堂＝＝＝＝立山＝＝＝＝＝＝＝＝名古屋着（19：00頃）2

添 乗 員
最少催行

同行
25名
同行
25名

◆一般公開していない大雲院（通称：銅閣）をガイド
付で拝観！
◆期間限定の北野天満宮の青もみじを見学
◆京都嵐山名店！清凉寺境内にある竹仙にて湯豆
腐・湯葉の夕食！

ツアーおすすめポイント！！

ゆどうふおきまり（京生ゆばお造り付）ゆどうふおきまり（京生ゆばお造り付）北野天満宮もみじ苑の青もみじ北野天満宮もみじ苑の青もみじ

上高地 砺波チューリップフェア

雪の大谷ウォーク

富士芝桜まつり

イメージ

平日／11：00～19：00　土日祝／11：00～18：00

名古屋駅発（8：00）＝＝❶三保の松原自動エスパルスドリームプラザ「すし横丁」にてお好きなメニュー
を選択【1500円分のミールクーポン付】＝＝❷富士芝桜まつり（約50万株の芝桜に魅了:約90分）
＝＝❸本栖湖（千円札の富士山）＝＝精進湖（車窓）＝＝華やぎの章 甲斐路（泊）17：00頃着

ホテル（9：00）＝＝桔梗屋信玄餅工場テーマパーク（お買物）＝＝❹大石公園（富士山を眺められる
湖畔の公園）・・・・徒歩・・・・ハナテラス（散策）＝＝❺ハーブ庭園（ふじさんデッキから望む富士山）＝＝
❻山中湖花の都公園（ほうとうの昼食・散策）＝＝❼忍野八海＝＝名古屋着（19：30頃）

スケジュール日程

1

2

4月以降も各県により全国旅行支援が延長になった場合は事前にお申し込みのご予約も対応させて頂きます。

2-42-4

名古屋駅（8:30）＝＝＝大雲院（銅閣寺）＝＝大安（お弁当の昼食とお買い物）＝＝北野天満宮（参拝）＝＝
妙心寺 桂春院＝＝嵐山（散策・お買物）＝＝清涼寺竹仙（ゆどうふ・ゆばの夕食）＝＝＝名古屋着（20:00頃）

日帰り

出発日 旅行代金（おひとり様）

9,800円5月16・20・24・28
6月1・3

40万株の茶臼山高原の芝桜とローカル列車極楽行きの旅

ツアーおすすめポイント！！

22,000平方メートルの広大な敷地に40万株の芝桜が咲き誇ります。22,000平方メートルの広大な敷地に40万株の芝桜が咲き誇ります。 飛騨牛朴葉焼き・たけのこづくし飛騨牛朴葉焼き・たけのこづくし

2-52-5

2-102-10

名古屋駅発（9：20）＝＝＝恵那峡展望台＝＝＝恵那峡山菜園（昼食）＝＝＝恵那駅++++＜明智鉄道＞
+++極楽駅＝＝茶臼山高原（標高1,358ｍの広大な芝桜の絨毯を鑑賞：約90分）＝＝名古屋着（18：30頃）

食　事 昼食付添 乗 員
最少催行

同行
25名
同行
25名日帰り

◆お昼ご飯は『飛騨牛朴葉焼き・たけのこづくし』を堪能
◆野菜1kg、信州そば2人前、栗の飴1個、ゆず味噌煎餅1枚付
◆Swarovski製ストラップ1個とお箸1膳のお土産付
◆ローカル路線の極楽駅までのんびり乗車いただけます
◆愛知県最高峰・茶臼山に広がる色鮮やかな芝桜を鑑賞

ツアーおすすめポイント！！
◆お好みに合わせてお選び下さい。
新緑の上高地、チューリップの砺波公園、桜の高遠城址公園

◆今だけのみんなで楽しむ雪遊び！雪の大谷ウォークをお楽
しみください。

花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食花桃の里と恵那峡クルーズ&飛騨牛すき焼きの昼食

◆絶景の恵那峡クルーズに乗船！
◆お昼ご飯はA4等級以上使用の『飛騨牛すき焼き』を堪能
◆信州そば2人前、お箸1膳のお土産付
◆日本一の花桃の木々が立ち並ぶ花桃の里を散策

ツアーおすすめポイント！！

日本一の桃源郷、約5000本の赤、白、ピンクの3色の花が咲き誇ります日本一の桃源郷、約5000本の赤、白、ピンクの3色の花が咲き誇ります

2-62-6

名古屋駅発（9：50）＝＝＝＝＝＝恵那峡クルーズ（約30分）＝＝＝＝＝＝恵那峡山菜園（昼食）＝＝＝＝＝
ヘブンス園原・花桃の里（各自散策）＝＝＝＝＝＝名古屋着（17：30頃）

歴史とロマン
夢を託された純白の城
歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン歴史とロマン
夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城夢を託された純白の城
歴史とロマン
夢を託された純白の城

出発日

北野天満宮のもみじ苑と名店竹仙のゆどうふの夕食北野天満宮のもみじ苑と名店竹仙のゆどうふの夕食うれしい
2食付！
うれしい
2食付！

世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城 豪華絢爛！
シロヤマザクラ

添 乗 員
最少催行

なし
25名
なし
25名2-72-7

名古屋駅発（8:30）＝＝＝＝＝＝＝高遠城址公園（桜観賞 約120分）＝＝＝＝＝＝道の駅とよおかマルシェ
（お買物）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝名古屋城（蓬左亭のひつまぶしの夕食）＝＝＝＝＝＝＝＝名古屋着（18：10頃）
　　　　　　　　　　 ※名古屋城で解散も可能。

日帰り食　事 昼食付

食　事 昼食付

添 乗 員
最少催行

同行
25名
同行
25名日帰り

ツアーおすすめポイント！！
◆名古屋の名店八百彦本店の昼食弁当付き
◆お花見絶景スポット「高遠城址公園」で桜観賞
◆夕食は名古屋能楽堂蓬左亭でひつまぶしをご堪能

出発日 部屋タイプ 旅行代金（おひとり様）

29,800円5月8・15・18・21 和室
2～5名1室

添 乗 員
最少催行

なし
25名
なし
25名

◆5年半に及ぶ平成の保存修理を経て真っ白で美し
い姿が蘇った姫路城世界遺産姫路城を訪れます

ツアーおすすめポイント！！

地場の旬の食材を集めた二の丸弁当地場の旬の食材を集めた二の丸弁当

2-82-8

名古屋駅発（8:30）＝＝＝＝和ダイニング三日潮にてランチ（二の丸弁当）＝＝＝＝播磨国総社（自由参拝）
……姫路城（入城・自由見学 約120分）＝＝＝＝＝名古屋着（19：30頃）

日帰り 添 乗 員
最少催行

なし
25名
なし
25名日帰り2-92-9

名古屋駅発（8:30）＝＝＝＝＝＝＝＝＝吉野山（桜観賞・自由散策 約180分）＝＝＝＝＝＝＝＝＝名古屋着（18：30頃）

ツアーおすすめポイント！！

◆名古屋の名店八百彦本店の昼
食弁当付き

◆お花見名所「吉野山」で桜観賞

添 乗 員
最少催行

同行
25名
同行
25名1泊2日 食 事

朝食1回
昼食2回
夕食1回

絶景の富士芝桜&富士七景・石和温泉「甲斐路」に泊まる2日間2-112-11

添 乗 員
最少催行

同行
25名
同行
25名

1泊2日
（4食付） 食 事

朝食1回
昼食2回
夕食1回

1日目の昼食（弁当） 2日目の昼食

◆静岡の海鮮、山梨のほうとうと地場料理に舌鼓
◆いろいろな方角からの富士山を堪能
◆圧巻の約50万株の芝桜まつりを散策＆見学

ツアーおすすめポイント！！

涌き出る湯量豊富な天然温泉。
美容と健康に効果あり

宿泊ホテル／石和温泉・ホテル甲斐路

1日目の昼食は、弁当となります。宿泊ホテル／リゾートインマリオンシナノほか同等クラス（内湯温泉）

四季折々の花が咲く自慢の庭園。夜にはライト
アップされた美しい庭園をお楽しみいただけます。

遊覧船から眺める奇岩や大パノラマ恵那峡を見学遊覧船から眺める奇岩や大パノラマ恵那峡を見学

飛騨牛すき焼き飛騨牛すき焼き

上高地/砺波チューリップフェア/高遠城址公園さくらまつり2日間ゆったり
シート

姫路城入城券付

※桜は時季によっては葉桜の場合もございます。※桜は時季によっては葉桜の場合もございます。
※桜は時季によっては葉桜の場合もございます。※桜は時季によっては葉桜の場合もございます。

奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞奈良吉野千本桜観賞

※桜は時季によっては葉桜の場合もございます。※桜は時季によっては葉桜の場合もございます。

Aコース 雪の大谷ウォークと上高地2日間

Bコース 雪の大谷ウォークと砺波チューリップフェア2日間

一例 海鮮釜飯やポーク鍋

ゆったり
シート

一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所一度は行きたい桜の名所
高遠小彼岸桜とひつまぶしの夕食高遠小彼岸桜とひつまぶしの夕食高遠小彼岸桜とひつまぶしの夕食

5月18・22・28　6月7

5月13　6月3・10

19,500円

21,000円

22,500円

25,000円

2～5名1室 1名1室出発日

5月1

4月22・26・29　5月5

22,500円

26,500円

26,000円

30,000円

2～5名1室 1名1室出発日

4月15

4月14・16

4月17

27,500円

26,500円

25,500円

30,000円

29,000円

27,500円

高遠城址公園さくらまつり

Cコース 雪の大谷ウォークと高遠城址公園さくらまつり2日間

2～5名1室 1名1室出発日

A 名古屋駅発（7:30）＝＝＝＝＝＝＝＝ 上高地（フリータイム・約3時間） ＝＝＝＝＝＝＝

B 名古屋駅発（8:00）＝＝ 砺波チューリップフェア（フリータイム・約2時間） ＝

C 名古屋駅発（9:00）＝＝ 高遠城址公園さくらまつり（フリータイム・約2時間） ＝

https://jamjamtour.jp/ 検索ジャムジャムツアー

出発日 旅行代金（おひとり様）

10,000円4月5・10・12・14
出発日 旅行代金（おひとり様）

7,000円4月2・7・9・11・15

出発日 旅行代金（おひとり様）

9,800円4月4・6・8・10
　 12・13

出発日 旅行代金（おひとり様）

8,500円4月25・28　5月2・6・8


