
 

 
 
 
 
 
 
  

バス旅行に行こうよ 

丸福観光バスツアー 

➀目印のある大通りまで送迎ＯＫ 

②湯守座でご乗車の方に【入場券プレゼント】 

③湯守座乗車の場合旅行前日まで予約ＯＫ 

④お食事は美味しい料理をご用意 

⑤おひとりさま参加大歓迎 

⑥添乗員同行します（一部除く） 

⑦ツアー中は車内禁煙 

※中型バス又は小型バスで出発します 

※最少催行人員 20 名（一部除く） 

 

 

平素より丸福観光をご愛顧いただき

まして、誠にありがとうございます。さ

て丸福観光では同封のパンフレットの

様に 恒例・新作ツアーを作成いたし

ました。皆様のご参加お待ちいたして

おります。九月とはいえ残暑が続いて

おります。くれぐれもお体をお大事

に。 
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美容と健康がテーマのバイキング 

ローザンベリー多和田 

世界遺産 ２大聖地めぐり 

出発日 １０月 ３１日（木） 

旅行代金 ９,５００円  
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

各地=道の駅（9：00）=ローザンベリー多和田（10:15）＝昼食

（12:00）＝黒壁スクウェア（13：40～15：15）=道の駅（16：30）

＝各地 

➀春の草花と話題の育種ビオラの美しい展示の数々

が楽しめるローザンベリー多和田 

②和風彩り和膳のボリュームランチ 

28 名様までのグループ様の

貸切観光バスならお任せ。 

中型バス（正座席２８名）１台  

中型バス（正座席２７名）１台

小型バス（正座席１８～２１

席）３台  グループ旅行・競

技大会・ 部活動での移動・

社員送迎・視察研修・冠婚葬

祭などに是非！ 

 

ＮＯ.８ 

兵庫 

平安時代から歴史が続く山上の聖地 

旬の山菜・にじます料理の専門店へ 

焼き松茸、土瓶蒸しなどでぜいたくに！ 

 

四季折々の新鮮な旬の海鮮コース 

昼食はホテルランチにご案内♪ 

 
奉祝天皇陛下ご即位 

 

道の駅・谷汲あられ・お千代保稲荷にも 

  子持ち鮎を食べにいこう！ 

 

おすすめ和食ランチにご案内♪ 

板前おまかせ 虹鱒料理 

紅葉色づく高野山  

 
日間賀島 民宿グルメ 

 

『松茸料理フルコース』 

名古屋城本丸御殿と香嵐渓 

一休寺と大本山光明寺 

佐津温泉で蟹づくし 

金峰山寺 蔵王堂秘仏本尊ご開帳 

赤石やな 子持ち鮎料理 

小原 四季桜まつり 

滋賀県の『松茸料理』食べ放題 

 

和歌山 愛知 

滋賀 

愛知 

滋賀 岐阜 長野 京都 

奈良 

 
愛知 滋賀 ローズガーデンと長浜黒壁スクウェア散策 

一足早い伊吹山の紅葉を見に行こう 

京都もみじを見に行こう！ 

思う存分食べ尽くし♪ 

 

去年完成の本丸御殿と紅葉の名所へ 

【松茸とすき焼きコース】 

ラコリーナ近江八幡でお買物  

 
ステーキランチの昼食をご用意♪ 

四季桜と紅葉の競演がものすごい！ 

全国から食通が通う日本料理屋

さん広重美術館と酒蔵見学  出発日 １２月５日(木)～６日(金) 

旅行代金 ３８,５００円 
食事 朝１ 昼２ 夜１ 添乗員同行  

 

出発日  １０月２８（月） 

旅行代金 ９,８００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

出発日   １１月２９日（金） 

旅行代金 ９,８００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

出発日   １１月１日（金） 

旅行代金 １２,８００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

出発日 １０月 ２２日（火） 

旅行代金 １０,８００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

出発日   １１月２５日（月） 

旅行代金 ８,９００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

出発日   １０月１１日（金） 

旅行代金 １４,８００円 
食事 朝× 昼１ 夜× 添乗員同行 

各地＝関(8:00)＝高野山（伽藍・奥の院） (11:00～14:30)＝  

名阪＝関（18:00）＝各地 

各地=藤原(9:40)=南宮大社（10:30）=昼食(11:30)=伊吹山ドラ

イブウェイ(13:00)=藤原(16:00)＝各地 

                                      各

地          

 

各地＝大山田 PA(8:30)＝東名阪＝多治見タイルミュージアム

(10:00～11:20)＝昼食 (11:30～12:30)＝小原町＝四季桜 

(13:30～15:00)＝湾岸道＝大山田 PA(16:45)＝各地お送り 

各地=大山田（8：30）＝りんごお買い物(11:00)＝松茸料理の昼

食 (11:30 ～ 13:30) ＝ か ん て ん ぱ ぱ お 買 い 物 (14:00) ＝        

（17：30）=各地 

各地=関（8:40）=(10:20)=昼食 (11:40)＝(13:00)=(14:40)=関 

(18:00)=各地 

各地＝土山（8：45）＝京都＝光明寺(10：00)＝昼食(11:30)

＝一休寺（13:30）＝土山(16：30)＝各地送り 

各地＝大山田(8:45)＝名古屋城本丸御殿 (9:40～11:00)＝  

昼食(11:45)＝香嵐渓(14:00～15:30)＝大山田(17:00)＝各地 

各地=土山(10:20)=新名神=信楽陶苑（見学）(10:50～11:20)=

（昼食）(11:30～12:45)=ラコリーナ近江八幡(13:45～15:15)=土

山(16:45)=各地 

 

各地=大山田（9：30）=谷汲あられ（11:00）=昼食（11:30）=道の

駅=お千代保稲荷（14：30）=大山田（16：00）＝各地 

 

各地=長島（9:10）=豊浜さかな広場（10:30）＝日間賀島（昼食）

（12:00）=魚太郎（14:30）＝えびせんべいの里（15:15）＝長島

（16:15）＝各地 

 

各地＝関ドライブイン（8:30）＝宇陀＝吉野神宮（10:45）＝ 

昼食（11:30）＝金峯山寺ご開帳（13:00～14:00）＝針＝ 

関（17:00）＝各地 

 

白身の美味しさを噛みしめる『刺身』、香ばしさがたまらな

い『塩焼き』 『鮎の田楽』素材の持ち味が活かされた『甘

露煮』 『フライ』〆に熱々の『鮎雑炊』を食せば大満足♪ 
 

➀香りの良い国産松茸をふんだんに使用した松茸会

席。すき焼き・土瓶蒸し・焼き松茸・松茸ご飯など。 

②かんてんぱぱ：寒天を使った食品などの直売ｼｮｯﾌﾟ 

 

➀小原ふれあい公園を中心に「四季桜まつり」が開催♪ 

約１万本の四季桜と紅葉の共演！ 

②タイルを使ったアートに感動！タイルミュージアム 

兵庫県 佐津の「にしたにや海華」でかにのフルコース 

冬場、日本海の荒波を旅した「松葉ガニ」その紅色は 

まさに、「海の華」と呼びたい鮮やかさです。 

出発日 １０月１日（火）・８日（火） 

 旅行代金 ９,３００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員なし 

  

 

出発日   １０月１０日（木） 

旅行代金 １４,７００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

出発日 １１月２７日（水） 

旅行代金 ９，３００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

出発日  １０月２６日（土） 

旅行代金 ９，５００円 
食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

➀びわ湖固有の魚マスは身が柔らかく、少し脂がのって

いるのが特徴。お刺身も絶品です。 

②全長 17km 伊吹山ドライブウェイの紅葉。 

➀高野山（奥の院と伽藍）にご案内します 

②例年 10 月下旬から伽藍に通じる蛇腹路では紅葉の 

トンネルが現れます。 

日間賀島は、名物のタコやあさりをはじめ四季折々の新

鮮な旬の海産物が食べられる豊食の島です。 

新鮮な素材使った様々なコースをぜひご賞味ください。 

７，３ｍのご本尊は日本最大の秘仏 

とされています。ご開帳では御本尊の 

足元にて参拝することができます。 
 

光明寺：紅葉スポットとして有名なお寺。全山が真っ赤な

紅葉に燃える風景は圧巻です。 

一休寺：一休さんが亡くなられるまでの約 25 年間を過

ごしたお寺です。赤色に染まる様は人々を魅了します。 

 

香積寺の三栄和尚が、巴川から寺に至る参道にカエ

デの木を植えたのが始まり。 現在は約 4000 本にも

なり、葉が赤色に染まる様は人々を魅了します。 

➀松茸と近江牛のすき焼き（食べ放題）・近江米の松

茸ご飯（食べ放題）・松茸土瓶蒸し・デザート  

②ラコリーナ近江八幡はバウムクーヘンやパン提供す

るオシャレな空間です  
 

営業時間：９時～１７時  定休日：日祝 年末年始 

松川の地元で採れた国産の松茸を 

各地=土山(9：30)=昼食(11:45)=出石散策(14:30)=旅館(16:30）

【宿泊】にしたにや海華 :0796-38-0565  3〜 5 名部屋     

旅館(8:45)=海産物(9:15)＝豊岡カバン(10:15)＝昼食=土山

(16:00)=各地 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

㈱旅する温泉道場  観光事業部  丸福観光 
〒511-0911 三重県四日市市生桑町 311（おふろ café 湯守座内） 

ＴＥＬ059-331-8111 FAX059-333-5588 

三重県知事登録旅行業 2-366 号 

一般貸切旅客自動車運送事業部  中運自旅一第４２７号 

総合旅行業務取扱管理者   松岡 徹    

丸福観光営業時間：９時～１７時  定休日：日祝 

ツアー運行バス会社 ㈱旅する温泉道場 

 

ご旅行条件 ここに記載のない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります本ご案内は旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書面及び同法１２条の５に定め

る契約書面の抜粋となります。 

「丸福観光ツアー」は㈱旅する温泉道場旅行部丸福観光が旅行を企画して実施する旅行となります。この旅行に参加されるお客様は丸福観光と募集型企画旅行契約を締結することと

なります。旅行契約の内容・条件は本紙ご案内、パンフレット、チラシ記載の日程及び当社旅行業約款(募集型企画旅行約款の部)によります。 

➀お申込みは電話でもできますが、その翌日より３日以内にお申込み金(旅行代金の２０％)または、旅行代金を納めていただくことにより正式契約といたします。 ●個室型コースは原

則として２名様以上でお申込み下さい。 

②旅行代金 ●旅行代金は出発日の 14 日前までに納めて下さい。 ●各コース毎に明示された旅行代金は大人旅行代金で満１２歳以上の方、又小人旅行代金は満 4 歳以上１２歳

未満の方に適用いたします。また、コースにより幼児代金をいただく場合がございます。●小人旅行代金は、特に記載のない限り、宿泊コースは大人旅行代金の８０％(１００円未満は

四捨五入)但し、個室型コースで２名様１室利用の場合は全て大人旅行代金の１,０００円引きです。日帰りのコースは原則として大人旅行代金の５００円引きです。(航空機利用コース

は異なります)  ●旅行代金には旅行日程に明示した運輸機関の運賃・料金・宿泊費・食事費・入場費・諸税を含みます。但し、指定集合場所まで及び解散場所からの交通費、その他

個人的諸費用は含まれません。 

③出発 ●バス座席は原則として、当社にお任せいただきます。尚、旅行期間中は原則として座席の変更は行いません。 ●経路、バス車両及び旅客編成の都合上、途中までを補助

席又は乗合バス、タクシー、近鉄、ＪＲ、自家用車を利用させていただくことがあります。 

④最少催行人員 ●各パンフレット・チラシに記載してありますが、特に指定のないコースは、２０名以上で旅行を催行しますが、その人員に満たない場合は旅行を中止させていただく

ことがあります。この場合、旅行出発の７日前(日帰りコースは 4 日前)までに連絡いたします。 

⑤発着時間 ●特に指定のないコースの場合、出発は午前、帰着は午後・夜・深夜、宿泊施設への到着は午後・夜、出発は午前となります。●間帯目安は次の通りです。各コース毎の

詳細時間は各コースのチラシに準じます 

⑥見学 ●各コースのパンフレット・チラシに記載してあります。 

⑦宿泊 ●宿泊コースには個室型(お申込グループ内での部屋確保)と相部屋型がありますので個室希望の場合はお申し出下さい。●お部屋タイプは和室・洋室・和洋室があり、いず

れかを使用いたします。 

⑧旅程管理・添乗業務等 ●ご旅行中は添乗員同行コースは添乗員が、又同行しないコースはバス乗務員が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。 

⑨取消料 ●お申込み後、お客様の都合により取消しになる場合、コースによっては旅行代金に対して下記の取消料を申し受けます。キャンセル料／旅行開始日の前より起算して 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 日目に当たる以降の 解除＝旅行代金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＝代金 40 ％／ 旅行開始日の解除＝旅行代金 50 ％／ 旅行開始後 、無連絡の 解除＝旅行代金 100 ％。 

⑩１０．当社による旅行契約の解除 ●次の場合、当社は契約を解除する場合があります。お客様の旅行代金の不払い、申込条件の不適合、病気、団体行動への支障、当社の関与

し得ない自由により旅行の円滑な実施が不可能なとき等。 

⑪１１．お客様の責任 ●当社はお客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。 

⑫１２．旅行傷害保険のおすすめ ●安心してご旅行をされるため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。お申込みの際にご相談下さい。 

⑬１３．その他 ●その他旅行条件及び旅行業約款の詳細については、お申込み窓口でお尋ね下さい。 

●お申込み方法● インスタグラム・フェイスブック始めました。 

フォローして頂けると嬉しいです☆。 

 【第１回目 １番～４・６番～１１番札所】  

全日帰りコース１１回  

 

➀霊場参りが初めての方でも安心。参加者全員で一緒

に般若心経をお唱えします。 

②朱印帳・念珠などすべてお世話致します 

専用朱印帳１０００円 朱印代（１ケ寺朱印帳１００円） 

 

もっとも古い歴史の観音霊場！【第１３回目】 全１５回コース 

 

知多四国八十八ケ所霊場 

 
日本１００観音とは 

西国三十三観音・坂東三十三観音・秩父三十四観音の３霊場

を合わせた観音霊場です。開創当時は秩父札所も「坂東」「西

国」と同様に三十三ヶ所であったが、後に 1 ヶ寺増やし 34 ヶ

所とし、それにより百観音が成立しました。 

 

・マイクロバスで出発しますのでお寺さんの近くまでお送ります 

・四国霊場公認中先達免許をもつ先達が皆様をご案内 

・霊場参りが初めての方でも安心。参加者全員で一緒に 

般若心経をお唱えします。 

・知多四国専用のご朱印帳がございます。（一冊 1,000 円） 

（ご朱印代１ケ寺 100 円） 

・知多半島の美味しい食事も楽しみです♪ 

 

出発日   ９月 ２４日（火） 

旅行代金 ８,８００円 

食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

  

 

２回目：10/23（水）１２番～２０番・５４番・番外２ケ

寺 

３回目：11/19（火）２１番～２９番 番外３ケ寺 

４回目：12/19 （木）３０番～３９番 番外１ケ寺 

 

➀四国霊場公認中先達免許をもつ先達が皆様をご案内 

②霊場参りが初めての方でも安心。参加者全員で一緒に 

般若心経をお唱えします。 

③朱印帳・掛け軸・朱印白衣などすべてお世話致します 

掛け軸（朱印済み３５,０００円）・朱印帳（朱印済み１４,０００円）・白衣（朱印済み１１，０００円） 

 

【コース】 

各地＝長島(8:45)＝1 番～4 番（9:30～11:40）＝（昼食）

（12:00）＝6 番～11 番（13:00～15:30）＝長島（16:30）＝ 

各地 

 

各地＝土山 SA（8：20）＝大津＝16 番：清水寺(9：30)＝昼食(11:30)＝14 番：園城寺(13：00)＝

13 番：石山寺(14：30)＝土山 SA(16：45)＝各地送り 

１日目：各地＝長島ＰＡ＝新東名＝（車中食）＝秩父市＝１～４番札所＝美山温泉（泊）  

２日目：ホテル＝５番～１７番＝昼食＝１８番～２５番＝美山温泉（泊）  

３日目：ホテル＝２６番～３１番＝（昼食）＝３２・３３番＝磯部温泉（泊） 

４日目：ホテル＝きのこ狩り＝中央道＝各地 

 

１５ １３ 

１６ 

埼玉 
 

愛知 
 

京都 

・電話または FAX 

・ご来店（おふろ café 湯守座内） 

おひとりさま参加大歓迎 

（奇数予約の場合相席となる場合があります） 
●予約時にお伺いいします 

➀代表者名 ②参加人数 ③ご住所 ④電話

番号・携帯 ⑤乗車地（目印のある大通りまで

送迎ＯＫ 自宅はお断りします） 

※不参加時の御朱印のみのご依頼は 

旅行代金の半額を頂戴します 

秩父三十四ケ所霊場 

 

～こころの安らぎをもとめて～ 【３４ケ所を３泊４日 １回で満願します】 
 

出発日   １０月 ２８日（月） 3 泊 4 日  

旅行代金 ８９,０００円 

食事 朝３ 昼４ 夜３ 添乗員同行 
  

 

西国三十三観音霊場 

出発日  １０月１８日（金） 

旅行代金 １０,０００円 

食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

13 番札所 石山寺 14 番札所 園城寺 

16 番札所 清水寺 

西国三十三所観音霊場は日本で最も歴史が有る「巡礼」 

として親しまれております。 

お参りだけでなくお勧めのお食事場所へご案内  

 

➀四国霊場公認中先達免許をもつ先達が皆様をご案内 

②霊場参りが初めての方でも安心。参加者全員で一緒に 

般若心経をお唱えします。 

③西国三十三観音霊場専用のご朱印帳がございます。 

（一冊 1,500 円）（ご朱印代１ケ寺 300 円） 

 

 

 

東海の１００観音を巡ろう！ 

美濃西国 

三十三観音霊

場 

 

 東海百観音霊場 

 

出発日   ９月 ３０日（月） 

旅行代金 ８,８００円 

食事 朝× 昼１ 夜×  添乗員同行 

 
 

２回目：10/30（水）８・９・１３・２０番 ４ケ寺 

３回目：11/26（火）１０・１１・１４・・１５・１７番 ５ケ寺 

 

岐阜 １４ 

【第１回目】 ４ケ寺参り 全８回で満願 

 

【宿泊予定ホテル】 

10/28 ホテル美やま   0494-24-6311 

10/29 連泊 

10/30 磯部ガーデン  027-385-0085 

 

【コース】 

各地＝大山田ＰＡ（8：30）＝25：大智寺（9：55）＝7：龍

福寺（10：40）＝昼食（11：30）＝6：恵利寺（12：00）＝         

5：永昌寺（13：50）＝大山田ＰＡ（16：30）＝各地 


