
テンプレート
(A3 420 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より、色つきのガイド線を消してから変換してください

代表取締役 大家 敏史

皆様こんにちは！
今年は早くに桜が散ってしまいましたが
暖かい穏やかな日が続いていますね。
これから梅雨の時期に入っていきますが
気持ちは晴れ模様でバスツアーを
お楽しみください♪
ツアーはぜひたび丸ツアーにご参加ください！

感謝

大
切
な
地
元
の
皆
様
へ

お申込みは４月２７日からです
お申込方法は裏面に！

①うれしい地元発着
②おひとり様の参加、大歓迎！
③旅の魅力を「旅のしおり」に
④ツアー中は車内禁煙
⑤ツアーバスは安心トイレ付き
⑥お供させていただく添乗員が企画や手配を担当

⑦朝食におむすび又はパン付き（現在休止中）
⑧お食事は、できるかぎり地域の名物をご用意！
⑤～⑧は一部のツアーを除きます。
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旅行代金

⑫
滋
賀

食事 朝× 昼〇 夕×

7月15日（土）

＼スキー場のグリーンシーズン到来／

びわこ箱館山お花畑
雄大な琵琶湖とお花たちのハーモニー♪

各地(6:45頃～7:45)
＝びわ湖ブルワリー

（昼食約1時間15分）
＝びわこ箱館山 （散策約2時間）
＝井筒八ッ橋本舗 追分店
（お買い物約30分）

＝各地(18:45～19:45頃）

①地ビールの醸造所併設のレストラン
「びわ湖ブルワリー」では、びわ湖ビールに
最高に合う近江牛ステーキをご用意！
初夏の休日に贅沢なひとときをお届けします。

②2020年7月からペチュニア、コキアを中心とした
お花畑としてリニューアルオープンした
びわこ箱館山。標高約680m地点から望む
琵琶湖と草花の景色は、
一度見たら忘れられないほどの絶景です☆

16,000円

旅行代金

⑭
滋
賀

食事 朝× 昼〇 夕×

7月21日（金）

各地(6:45頃～7:45)
＝鉄板ダイニング天満
（昼食約1時間30分）

＝伊吹山ドライブウェイ
…伊吹山山頂 （散策約1時間）
＝地蔵川（梅花藻観賞約1時間）
＝各地(18:50～19:50頃）

①滋賀県の最高峰（標高約1377m）の伊吹山。
日本百名山のひとつで山頂のお花畑は、
国の天然記念物に指定されています。
天気の良い日には四方から様々な景色を
ご覧いただけます！

②地蔵川は、居醒の清水などから湧き出る清水に
よってできた川で、大変珍しい水中花「梅花藻」
で有名です。梅花藻は水温年間約14度前後の川
の水底に群生し、水流中に沈生し、流れに沿って
這うように育つキンポウゲ科の多年生草木植物で
長さは約50センチほどになります。

～大変珍しい水中花～

醒井・地蔵川の梅花藻観賞
青空へ駆け上がる！伊吹山山頂へ！！

13,000円

⑯
兵
庫

食事 朝× 昼〇 夕×

旅行代金7月30日（日）

各地(7:15頃～8:15)
＝伊弉諾神宮（参拝約30分）
＝鼓や（昼食約1時間45分）
＝のじまスコーラ
（お買い物30分）

＝淡路ハイウェイオアシス（約30分）
＝各地(18:15～19:15頃）

①伊弉諾神宮は古事記・日本書紀にも登場する
歴史ある神社。国生み神話に登場する伊弉諾尊と
伊弉冉尊を祭神とする“日本最古”の由緒ある
神社です。淡路島を代表するパワースポットと
言われています。

②淡路島の鱧は小顔で身が引き締まりスタイルが
良く、そのほとんどがメスです。南あわじの
主な漁場である沼島近海の海底はドロ地や
柔らかい砂地のため、お腹の皮が擦れず薄くて
柔らかいと言われています。
※35名様限定ツアーです。

“初夏の贅沢”

淡路島 鱧コース料理
～美食を味わいべっぴんに～

15,500円

①
兵
庫

食事 朝× 昼〇 夕×

6月3日（土） 旅行代金

世界各国で数々の賞を受賞する
さくらサーカス団！！！

～大迫力のパフォーマンスをお届け～

①白壁と石組みの美しさが印象的な西村屋白鷺館で
瀬戸内鯛めし御膳をご用意いたしました！

②さくらサーカスは、2020年に和歌山で
旗揚げをしたサーカス団で、関西を
中心に公演をおこなっているサーカス団です。
約1時間45分の公演をお楽しみください！

③姫路ばら園では、約800種3,500株の
バラを見ていただきます！
バラの香りと溢れる色を堪能していただけます！

各地(7:30頃～8:30）
＝西村屋白鷺館（昼食約1時間）
＝さくらサーカス

（鑑賞約1時間45分）
＝姫路ばら園（約40分）
＝各地(19:30頃～20:30)

13,000円

旅行代金

②
京
都

食事 朝× 昼〇 夕×

6月6日（火）

各地(6:40頃～7:40)
＝梅宮大社 （拝観約1時間）
＝渡月亭（昼食約1時間30分）
…レストラン嵐山 売店
（お買い物30分）

＝化野念仏寺（散策約1時間）
＝各地(18:10～19:10頃）

①梅宮大社は、自然溢れる大きな神苑が
見所の一つです。初夏には花菖蒲、睡蓮、
紫陽花と色とりどりの花が咲き神苑が華やかに
染まります。さらに神苑受付の猫も人気で、
猫神社とも呼ばれています。

②京料理、京都嵐山温泉の老舗旅館「渡月亭」
にて会席料理をお楽しみいただけます。

③「あだしの」は「化野」と記し、境内に奉る
多くの石仏・石塔は往古あだしの一帯に
葬られた人々のお墓です。

・花菖蒲＆睡蓮・

梅宮大社神苑と静寂に包まれた
奥嵯峨の化野念仏寺拝観

13,500円 6月19日（月） 旅行代金

④
三
重

食事 朝× 昼〇 夕×

各地(8:00頃～9:00）
＝ラプラティーノ

（昼食1時間30分）
＝かざはやの里（1時間30分）
＝大観音寺＆ルーブル彫刻美術館

（1時間）
＝各地(18:40～19:40頃）

①昼食には、地元三重県の食材をふんだんに使用し、
野菜の様々な可能性を追求した上質なイタリアン
コースをご用意いたしました。

②伊勢温泉ゴルフクラブ内にある花園。今回は紫陽花
の季節。一面紫陽花だらけでどこからでもお楽しみ
頂けます。
※雨天後は足元が緩くなっている可能性がございます

③教科書やテレビで見たことがあるような彫刻が館内に
多く展示されています。実物より型取りした物のため
大きさや傷も実物同じで作品的価値も高いそうです。

約77000株の紫陽花が咲き誇る

かざはやの里
ルーブル彫刻美術館＆大観音寺

13,500円

10,800円

旅行代金

⑥
奈
良

食事 朝× 昼〇 夕×

6月23日（金）

梅雨の時期の目玉！

長谷寺の紫陽花
国宝 十一面観音を拝む聖林寺

各地(7:50頃～8:50)
＝聖林寺（拝観約45分）
＝安倍文珠院
（参拝・昼食約1時間50分）

＝長谷寺（拝観約1時間30分）
＝各地(17:00～18:00頃）

①聖林寺の創建は古く、奈良時代の712年に、
談山妙楽寺（現 談山神社）の別院として藤原鎌足の
長子・定慧が建てたとされています。

②安倍文殊院は645年に創建された寺院で
京都の切戸文殊、山形の亀岡文殊と共に
日本三文殊のひとつとして数えられます。
今回はお食事も安倍文珠院でご用意！

③花のお寺としてその名を轟かせる奈良の長谷寺。
梅雨の時期と言えば紫陽花ということで
拝観とともに観賞もお楽しみいただけます☆

11,500円

9,200円

クーポン付与なし

7月13日（木）

⑪
愛
知

食事 朝× 昼〇 夕×

12,000円

旅行代金

日帰りで行く！話題スポット！
岡崎城＆大河ドラマ館
八丁味噌も楽しむ岡崎旅

①人気沸騰中、徳川家康公生誕の地「岡崎市」
岡崎城はもちろん、どうする家康ドラマ館岡崎の
入場付☆

②昼食にはテレビでも紹介されるほど人気のお店で
「家康コース（八丁味噌煮込み膳）」をご用意！
家康が愛したうどんをお楽しみください。

③お買い物はカクキュー八丁味噌で！
史料館・味噌蔵の見学にお味噌汁の試飲も
お楽しみ頂けます。

※岡崎城はバリアフリー対応ではございません。
階段79段のご利用のみとなります。

各地(6:30頃～7:30)
＝大正庵釜春本店（昼食約1時間）
＝岡崎城・大河ドラマ館

（約1時間30分）
＝カクキュー八丁味噌（約40分）
＝各地(19:00～20:00頃)

7月5日（水） 旅行代金

⑨
三
重

伊勢神宮外宮・内宮＆猿田彦神社に参る

皇室御用達・老舗割烹で
夏の伊勢の旬を味わう贅沢旅

食事 朝× 昼〇 夕×

各地(6:20頃～7:20）
＝伊勢神宮外宮（30分）
＝老舗割烹 大喜

（昼食約1時間30分）
＝猿田彦神社（約30分）
＝伊勢神宮内宮・おはらい町

（約2時間）
＝各地(19:40～20:40頃）

18,000円①今回のメインはなんと言っても伊勢の旬を味わう昼食！
宮内庁・神宮司庁御用達で天皇陛下も足を運ぶという
老舗割烹で、季節会席コースをご堪能いただきます。
旬のアワビなど、伊勢志摩産の新鮮な海の食材を
お楽しみください。

②伊勢神宮内宮を訪れても外宮に足を運ぶことは
意外と少なかったので、今回は外宮内宮どちらも
ご参拝ください。

③内宮近くの猿田彦神社も、お伊勢参りには
欠かせないと言われる神社で、みちひらきの神
としてご利益があるとされています。

6月28日（水）
旅行代金

⑦
奈
良

紫陽花＆蓮 季節のお花を楽しむ

奈良ホテルでいただく贅沢会席

食事 朝× 昼〇 夕×

各地(8:00頃～9:00）
＝般若寺（約40分）
＝奈良ホテル（昼食約1時間30分）
＝興福寺・ならまち（約1時間30分）
＝唐招提寺（約1時間）
＝各地(17:30～18:30頃）

①大好評！奈良ホテルでの会席ランチ！
季節の食材を上品に美しく調理されており
味はもちろん目でもご堪能ください。

②般若寺では紫陽花をお楽しみいただけます。
普通に植わっているだけでなく、
ガラスボール入れて飾られているものも
美しくご覧いただけます。

③唐招提寺には奈良時代建立の金堂、講堂など
多くの国宝、重要文化財がありますが、
今回は蓮の花も一緒にお楽しみください。

14,500円

11,600円

クーポン付与なし6月22日（木）
旅行代金

⑤
兵
庫

丹波あじさい寺！ 華観音寺と
10万本のゆり・あじさいが彩る

篠山ゆり園散策の旅

食事 朝× 昼〇 夕×

各地(7:30頃～8:30）
＝料理旅館角屋

（昼食約1時間30分）
＝華観音寺（参拝約1時間）
＝篠山玉水ゆり園（約1時間）
＝各地(19:30～20:30頃）

14,500円①料理旅館角屋では会席料理をご用意いたしました！
旬を迎えた季節の食材を、目と舌で丹波の
四季のうつろいを感じていただけます！

②華観音寺は「関西花の寺第一番札所」
「丹波西国第一番札所」に指定されており
毎年6月～7月には100種・1万株のあじさいが
境内を彩り、花浄土となります！

③10万本のゆりが咲き誇る篠山玉水ゆり園！
たくさんのゆりの中からお好みのゆりを
探してみてください！

6月8日（木） 旅行代金

③
京
都

食事 朝× 昼〇 夕×

各地(8:00頃～9:00）
＝辰巳屋

（昼食約2時間）
＝三室戸寺（1時間）
＝随心院（55分）
＝各地(19:00～20:00頃)

①宇治の鰻を極上の味として賞味した大阪の長者の話が
宇治丸物語として残されており、その話に因んで
名付けられた「宇治丸弁当」。弁当と呼ぶには
もったいないほどのボリューム！25種類以上の季節の
味をお楽しみください★昼食後は宇治周辺散策も！

②西国十番・三室戸寺。春夏秋冬で楽しみ方はたくさん。
今回はあじさいをお楽しみ頂きます。

③京都で開催されている「花咲く京都」今回は随心院の
花の間をお楽しみ頂きます。〝花のシャンデリア〟で
四方だけでなく上下も彩られており、迫力満点！

12,000円

＼お花好き必見／
あじさい寺と称される三室戸寺
花咲く京都「花の間」随心院

旅行代金

⑧
兵
庫

食事 朝× 昼〇 夕×

7月2日（日）

各地(6：40頃～7：40）
＝須磨離宮公園（散策約1時間）
＝ビフテキのカワムラ神戸本店

（昼食約1時間30分）
＝神戸森林植物圓（散策約1時間）
＝北野工房のまち（お買い物40分）
＝各地(18：20～19：20頃）

13,500円

ビフテキのカワムラで食す
最高級の神戸牛をご堪能＆

あじさい園散策✾

①目の前で調理されるガーリックや
脂の香りから始まり食材達の香りは
お客様の食欲を刺激します。
重厚なレンガ造りで落ち着いた雰囲気の
店内でゆっくり厳選された神戸ビーフを
お楽しみ下さい！

②日本有数のあじさいの名所である
神戸市立森林植物園の広大な森の中で、
青色のほか白やピンクなど、25種類5万
株花を咲かせ見事な風景を見せてくれます！

7月19日（水） 旅行代金

⑬
京
都

食事 朝× 昼〇 夕×

各地(8:45頃～9:45）
＝湯葉に（昼食約1時間30分）
＝鈴虫寺（約1時間30分）
＝錦市場・河原町付近

（自由散策約1時間30分）
＝各地(19:00～20:00頃）

12,000円①是非一度召し上がって頂きたいお料理。湯葉は初めて
という方でもお楽しみ頂きやすいプランをご用意☆
新鮮な生湯葉をふんだんに使っての料理は、製造元直営
の料亭ならではの贅沢。ほんものの湯葉の美味
しさを一度ご賞味ください！！

②鈴虫寺は願いが叶うと言われており、住職の心温ま
る説法をお楽しみください。
※駐車場から約10分歩きます。
※コロナのためお茶の提供は中止しています。

③「京の台所」とも称される錦市場。河原町へのアクセス
も良いので、自由時間内お買い物をお楽しみください。
※バス乗降場は錦市場付近です。

湯葉の魅力たっぷりの懐石
願いが叶うと有名な鈴虫寺
錦市場・河原町でお買い物♪

⑮
大
阪

食事 朝× 昼〇 夕×

旅行代金

26（ふろ）の日♨
「とろとろ泉質」の箕面温泉で

温泉・バイキング・大衆演劇を見に行こう！

7月26日（水） 10,000円

各地(6:40頃～7:40）
＝箕面温泉スパガーデン
＝入浴（約1時間）
＝バイキング（約1時間15分）
＝大衆演劇 歌謡ショー

（約2時間30分）
各地（18:15頃～19:15）

①自然に囲まれた箕面温泉で
ゆ〜ったり過ごす至福の温泉体験。
温泉・グルメ・大衆演劇・歌謡ショー！
癒し＆とっておきのお楽しみが満載の
箕面温泉スパーガーデン！

②昼食はバイキング！ 箕面観光ホテル
自慢の絶品メニューの数々をお昼から
ご堪能いただけます！

③昼食の後は最大座席数400席を誇る
箕面劇場で大衆演劇をご覧いただきます！

旅行代金

⑩
福
井

食事 朝× 昼〇 夕×

7月7日（金）

５つの湖を眺望！福井県の景勝地
三方五湖と産地直送！

生け簀の甲羅で海鮮料理を食す旅

各地(6:40頃～7:40）
＝生け簀の甲羅（昼食約1時間）
＝日本海さかな街（約40分）
＝三方五湖レインボーライン

（約１時間30分）
＝各地(19:10頃～20:10）

①生け簀の甲羅では、市場直送の新鮮な魚介を
使用した、海鮮料理をご用意致しました！

②賀港で水揚げされた海産物や福井県の特産品など
50以上のお店が立ち並ぶ日本海最大級の
海鮮市場でお買い物していただけます！

③三方五湖のすべての湖を一度に見ることが
できる唯一の展望台で、山頂公園から
360度広がる雄大な景色を見ながら
優雅なひと時をお過ごしください！

12,500円

10,000円



テンプレート
(A3 420 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より、色つきのガイド線を消してから変換してください

【かつらぎ町】
★国道コース★
・妙寺伊都消防本部前
・かつらぎ町役場前
・笠田オークワ前
・笠田小学校前
・道の駅「紀の川万葉の里」

★南北コース★
・旧たび丸ツアー事務所
・笠田駅前
・道の駅くしがきの里

★河南コース★
・三谷公民館
・渋田交番前
・島交差点

【岩出市】
・紀泉台自治会館前
・あいあいセンター前
・市民総合体育館前
・スーパーネゴロ岩出店前

【橋本市】
★国道コース★
・シャトレーゼ橋本店前
・高野口駅前
・焼肉レストラン牛苑前
・ローソン橋本神野々店前
・橋本市役所前
・橋本駅前
・にぎり長次郎橋本店前
・セブンイレブン橋本隅田町店前

【紀の川市】
・紀の川市役所那賀支所前
・日の丸観光バス紀の川営業所前
・粉河駅前南側ロータリー
・よってって打田店前
・下井阪オーストリート付近

【桃山町】
・桃山支所(旧桃山町役場）

【貴志川町】
・貴志川支所（旧貴志川町役場）

【和歌山市】
・和歌山市駅(雄橋)
・和歌山駅東口

【紀美野町】
・紀美野町役場

基本乗車場所

＊乗車場所によってはマイクロバスや専用車でお迎えに上がる場合がございます。

★河南コース★
・橋本橋南詰バス停付近
・紀伊清水駅前バス停付近
・南馬場バス停付近
・学文路駅前バス停付近
・九度山文化スポーツセンター前
・道の駅「柿の郷くどやま」

★林間田園都市コース★
・あやの台中央バス停付近
・小峰台中バス停付近
・城山台センターバス停付近
・林間田園都市バス停付近
・御幸辻交差点

畑上 珠弓

小坂 理奈上辻󠄀 あかり

本松 大策

川口 柊哉 馬場 日奈里

【企画･実施】
和歌山県知事登録旅行業第2-290号
旅行業務取扱管理者 畑上 珠弓
国土交通大臣指定 社団法人全国旅行業協会会員
ツアー運行バス会社：日の丸観光バス株式会社

〒649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野1395-1（日の丸観光バス旧本社）

■食事回数／各ツアーの詳細をご覧ください。 ■添乗員／同行有 ■バスガイド／同行無 ■利用車種／大型バス、又は中型バス■座席／座席は基本的に申し込み順となりますが前方･後方を希望される場合は事前にご相談下さい。（ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。）又、奇数名で申込みの場合は相席となる場合がございます。 ■最少催行人員／10名様（人数に満たない場合は催
行を中止する場合がございます。又、ツアーによって最少催行人員が変わ可能性がございます。） ■この旅行は日の丸観光バス株式会社（和歌山県知事登録旅行業第2－290号）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（旅行契約）を締結する事となります。又、ご旅行条件は申し込み後にお渡しするご旅行条件書及び当社旅行業約款によるものとします。 ■最終日程表／原
則、出発の1週間前までにお渡しいたしますがお申込みが旅行開始日の8日前に当たる日以降の場合、旅行当日のお渡しになる場合があります。 ■旅行契約／当社が申込書と旅行代金を受領た時に成立致します。■旅行代金に含まれるもの／コース内容に明示した交通費・ 食事代金・入場料・国内旅行傷害保険 ■特別補償／当社の旅行業約款の特別補償規定で定めるところにより、一定の損害について補償金･
見舞金をお支払いします。ご心配な方は最寄りの保険代理店にて任意保険をご加入下さい。 ■キャンセル料／旅行開始日の前日より起算して10日目（宿泊付きの場合は20日目）に当たる日以降の解除＝旅行代金の20％・7日目に当たる日以降の解除＝旅行代金の30％／・旅行開始日の前日の解除＝旅行代金の40％・旅行開始日当日の解除＝旅行代金の50％・無連絡や旅行開始後(バスの出発時間を過ぎた時点)
の解除＝旅行代金の100％■未成年者のみでご参加の場合は保護者の同意書が必要です。 ■免責事項／天災事変などの不可抗力の事由により生じた障害、お客様の法令又は、公序良俗に反す行為により生じた損害、また見学施設・食事施設などによる当社以外の責によって生じた損害。 ■個人情報／お客様から頂いた個人情報は当社からの旅行案内・連絡に利用させて頂く以外には使用しません。

営業時間：9:30～17:30（日・祝休み）
GWは暦通り、4/29.30、5/3.4.5.7が定休日となります。

お申込み条件：１名様より参加可能(一部除く)
(奇数名申込の場合、相席となる場合があります)

※予約時に代表者様とお連れ様の以下の項目を
お伺いいたしますのでご準備ください。

①氏名 ②生年月日(旅行保険の為)
③住所 ④電話番号(自宅・携帯)
⑤緊急連絡先 ⑥乗車地
⑦お支払い方法 ⑧お食事のアレルギー

《各地集合時間・乗車場所について》

出発日の10日前までに案内状にて

お知らせいたします。
乗車地の変更は、

出発日の１５日前まで に
ご連絡ください。

《バスの座席について》
基本的にはお申し込みいただいた順に、
前方から席割りをさせていただいております。
前方座席(１～３列目まで）をご希望の方は、
ご予約時にお申し付けください。(先着順）

※有料＠500円追加となります

４月２７日(木)9：30より電話・店頭にて受付いたします。

お申込み方法

★マスク着用について★

マスクの着用は個人の判断となりましたが
観光施設等では現地のルール従っていただき

バス車内はお客様同士の距離が近く
密な空間になりますので

マスクの着用をお願いしております。
皆様のご協力よろしくお願いいたします。

6月14日（水）～ 15日（木） 旅行代金

愛
媛 ＼道後温泉大和屋本店に泊まる／

大人気うどん作り＆しまなみ海道・倉敷美観地区で瀬戸内満喫★

1日目
各地(6:30頃～7:30）
＝中野うどん学校 高松校

（体験・昼食約1時間30分）
＝松山城（約1時間）
＝道後温泉大和屋本店

（ホテル16:45着予定）

①今回は道後温泉のなかでも老舗の高級旅館大和屋本店でご宿泊！
お宿とともに、道後温泉の商店街など周辺の観光もお楽しみいただけます。

②１日目は香川県＆愛媛県！
昼食はご自身で打っていただいたうどんを召し上がっていただきます。
お宿に着く前に松山城の観光もお楽しみください。

③２日目はしまなみ海道を渡り本州へ。
しまなみ海道の道中も休憩がてら景色もお楽しみいただけます。
倉敷美観地区の観光と、昼食には鯛茶漬けをご堪能ください！

2日目
旅館（8:30頃）
＝来島海峡SA（休憩約15分）
＝道の駅多々羅しまなみ公園（休憩約15分）
＝くらしき茶寮 （昼食約1時間15分）
＝倉敷美観地区 （自由散策約1時間30分）
＝各地（20:00～21:00頃）

食事
朝１回 昼２回 夕１回

☆全国旅行支援について☆

対象エリア：奈良県を除く都道府県（奈良県は県独自のキャンペーン実施の為）
実施期間：2023年1月10日（火）～６月下旬（予定）（福井県除く）

割引率：20%【上限：1名1日あたり3,000円（日帰り）/5,000円（宿泊）】
電子クーポン：2,000円（平日）/1,000円（休日） ※一部都道府県を除く

適用条件：3回のワクチン接種証明書または抗体検査の陰性証明書・身分証明書の提示（ワクチン未接種及び抗体検査も受けられない方は通常料金でのご案内となります。）

新型コロナウイルスの感染状況により、事業停止となる場合があります。
また予算規模は各都道府県により異なり、予算に達し次第順次終了するため、終了時期にばらつきがあります。

各都道府県から配分される予算枠によっては適用できない場合もございます。（4/17現在、今回掲載の兵庫県・京都府のツアーはすでに対象外です。）ご了承ください。

6月11日（日）～ 13日（火） 旅行代金

長
野
／
富
山

～雪の大谷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ絶賛開催中！～

立山黒部ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄ＆黒部峡谷ﾄﾛｯｺ列車
諏訪大社上社本宮と国宝 松本城を巡る3日間

1日目
各地(6:00頃～7:00）
＝湖楽園（昼食約1時間）
＝諏訪大社上社本宮
（参拝約30分）

＝松本城（約1時間）
＝黒部ビューホテル

（ホテル17:50着予定）

①長野県の中央部・諏訪湖周辺にある全国諏訪神社の総本社「諏訪大社」。
諏訪湖をはさんで、南に「上社」、北に「下社」が建ちます。
さらに「上社」は「本宮」「前宮」がありますが、今回は上社本宮を参拝！

②今回のメインである立山黒部アルペンルート。
「立山黒部・雪の大谷フェスティバル」が開催中！
立山有料道路を除雪した際に現れる巨大な雪壁「雪の大谷」は
最も高い地点がな20ｍにも迫り、その景色を間近に楽しめる
「雪の大谷ウォーク」は開催30回目を迎える人気イベントです☆

2日目
ホテル（7:45頃）
＝扇沢駅＝黒部ダム＝室堂
（ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄ約3時間）

…レストラン立山
（昼食約1時間）

… 室堂（雪の大谷約1時間）
＝美女平+++立山駅
（ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄ約1時間30分）

＝宇奈月温泉（15:30着予定）

食事
朝２回 昼３回 夕２回

4名1室
おひとり様

3名1室
おひとり様

2名1室
おひとり様

70,400円

72,700円

75,000円

60,400円

62,700円

65,000円

4名1室
おひとり様

3名1室
おひとり様

2名1室
おひとり様

42,000円

44,000円

46,000円

37,000円

39,000円

41,000円

3日目
ホテル（8:30頃）
＝宇奈月駅
+++鐘釣駅（散策約15分）
+++宇奈月駅
＝宇奈月麦酒館
（昼食約1時間）

＝各地（19:25～20:25頃）
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