バス旅行に行こうよ

2020 年⑭

目印のある
大通りまで送迎ＯＫ！！

丸福観光バスツアー

詳しくはお問合せ下さい

ＴＥＬ０５９－３３１－８１１１
営業時間：９時～１７時 定休日：日祝 年末年始
１

畔蛸の岩ガキを網元の民宿で食す
す！ 岩牡蠣フルコース
畔蛸

三重

２

出発日 ７月２０日（月）
旅行代金 １２,９００円
食事 朝× 昼１ 夜× 添乗員同行

➀生牡蠣・焼牡蠣・グラタン・牡蠣フライ・牡蠣ごはん・
お刺身・酢の物・お汁・デザートのフルコース
②海産物屋さんのお買物や外宮参拝も♪

旬の味わいを堪能できる『鮎フルコース』

赤石やな

岐阜

鮎料理

道の駅・谷汲あられ・お千代保稲荷にも
出発日 ７月２７日（月）
８月７日（金）・１８日（火）・２４日（月）
旅行代金 ９，８００円
食事 朝× 昼１ 夜×

添乗員なし

白身の美味しさを噛みしめる『刺身』、香ばしさがたまらな
出発日
４月１日（水）
い『塩焼き』
『鮎の田楽』素材の持ち味が活かされた『甘
旅行代金 １０,０００円
露煮』
『フライ』〆に熱々の『鮎雑炊』を食せば大満足♪
食事 朝×
昼１ 夜× 添乗員同

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

９ ミシュランガイド三重 2019 年特別版掲載店 三重

きほく千年温泉「季の座」

出発日 ７月 １日(水) 【1 泊 2 日】
旅行代金 ３４,０００円 ■2 人部屋（3500 円別・3 人部屋 1500 円別
宿泊先：ホテル季の座：0597-46-2111

食事 朝１ 昼２ 夜１ 添乗員・『トラベルヘルパー』同行
・2019 年ミュシュランガイド特別版に掲載された料理旅館
・朝もゆっくり出発の、「のんびりとしたツアーです。」
・トラベルヘルパーが同行するので足の悪い方でも安心
自宅=湯守座(9:30)=関ドライブイン(10:30)=高田本山(11：00)
昼食(12:15）=斎宮歴史博物館(13：30)=ホテル(16:00)
ホテル（9：00）＝河村こうじ屋＝花の窟神社＝夢古道（昼食）＝
買い物＝関ドライブイン（16：30）＝湯守座（17：30）＝各自宅

添乗員同行

各地=関(9：30)=相差=昼食（11：30～13:30）=石神さん（13:40）
=王将お買物(14:30)=関(16：30)=各地

６ ブルーベリーと舞茸２株のお土産付！

三重

伊勢のおいしい旅

食事 朝× 昼１ 夜×

小鉢・ 酢の物・ 煮物・ 鮑の柔らか煮・ 伊勢海老のコキー
ル焼き・ 和牛ヒレ陶板焼き・ 伊勢海老の姿造り・ 舟盛り・
釜飯・ お吸い物・ 香物・果物の豪華メニュー

各地=関（9:15）=石神さん（11:00）=昼食（11:40）=海産物お買
物（13:30）=外宮（14:30）=関(16:00)=各地

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！

静岡

各 地 =関 (9:45)= 松 尾 観 音 寺 (10:45 ～ 11:15 ） = 昼 食 (11:45)=
ブルーベリー狩り(14:00)＝道の駅（15:10）=関(16:30)=各地

奈良

新鮮なブルーベリーと舞茸は味が違う！

➀食前酒・鱧煮こごり・鱧寿司・鱧落とし・先椀・鱧しゃ
ぶ・鱧そうめん・鱧の茶碗蒸し・炊合せ・鱧天麩羅・鱧
御飯・京漬物・デザート
各地=土山(8:50)=大石 酒造(10:20)=昼 食(11:30)=松尾 大社
(13:50)=土山(16:00)=各地

８ 最上級のうなぎを備長炭の炭火で丹念に焼 愛知
き上げます。食通が通う日本料理

『そうめん会席風お膳』と
ぶどう狩り食べ放題

ブルーベリー＆舞茸狩り

『三河 鰻会席』

出発日
７月１１日（土）
旅行代金 １０，８００円

出発日
７月１７日（金）
旅行代金 １１,５００円

出発日
８月１日（土）
旅行代金 １４,５００円

食事 朝× 昼１ 夜× 添乗員同行

食事 朝× 昼１ 夜×

食事 朝× 昼１ 夜×

➀うわぁ舞茸ってこんな味だったんだ！とっても美味しい
舞茸をお持ち帰りできます♪追加のお土産もＯＫ
②みんな大好き！ブルーベリーをいっぱい食べよう
各 地 = 長 島 (8:45)= ブ ル ー ベ リ ー 狩 り (10:40)= 昼 食 (12:00)=
舞茸狩り(13:30)=お買物(14:30)=長島(16:20)=各地

１０
屋

全国から食通が通う日本料理
～碧南のいちじくを食す～

愛知

いちじく会席料理
出発日 ８月２５日（火）
旅行代金 １２,０００円
食事 朝× 昼１ 夜× 添乗員同行

碧南は日本一のいちじく産地です。いちじくは甘くて食物
繊維も豊富です。しかし、痛みやすい果物、日が経つ
ほど鮮度が落ちます。産地ならではの、新鮮な美味し
い「いちじく会席」を食べに行きましょう！
各地=長島(9:50)=あおいパーク・お買物（11：00）=（昼食）
(11:45)=げんきの郷（14：30）＝長島（16：30）=各地
郷・お買物(14:20)=長島ＰＡ(15:40) ＝各地

京都

食事 朝× 昼１ 夜× 添乗員同行

添乗員同行

三輪そうめんの老舗の味

京都の老舗料亭でいただく

『八光館』の鱧づくし会席

〇伊勢の旬な食材を使った「創作和食」をご賞味。
〇27 種類ものブルーベリーが食べ放題。

７

４

関西の高級食材『鱧』をお楽しみ下さい
巻
出発日 ７月３日（金）
旅行代金 １２，８００円

松尾観音寺で厄を払おう！
出発日 ７月３１日（金）
旅行代金 １２,８００円

出発日
７月１４日（火）
旅行代金 １３,５００円
食事 朝× 昼１ 夜×

３

28 名様までのグループ様の
貸切観光バスならお任せ。

「鄙茅（ひなかや）」のミニ懐石
ブルーベリー狩り食べ放題

伊勢海老！あわび！和牛！
海の幸贅沢食べまくり

三重ブランド認定の食材♪

５

三重

温泉入浴と海産物グルメ

志摩 料理旅館の三大味覚

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）

添乗員同行

添乗員同行

➀季節に合わせた旬の食材の会席風、そうめんメ
ニュー、柿の葉寿司、わらび餅、葛切りを取り揃えて。
②ぶどう狩りは、なんと時間制限なしで食べ放題！

前菜（う巻き・鰻寿司など）・うなぎのあらい・焼き物（白焼
き・肝焼きなど）・うざく・名物ひつまぶし・肝吸い・甘味の
鰻づくしフルコース

各地=関（9：00）＝三輪大社(10:30)＝昼食(11:30～12:45)＝
道の駅お買物(13:20)＝ぶどう狩り（14：30）=関（16:30）=各地

各地=長島(9:50)=道の駅お買物（10：45）=（昼食）(11:30)=あり
がとうの里(13:45)=長島ＰＡ(15:30) ＝各地

１１

近江牛１頭買いの店
「鉄板ダイニング天満」で食す
近江牛鉄板焼と近江牛すき焼
出発日
８月２８日（金）
きコース
旅行代金 １２,０００円
食事 朝× 昼１ 夜×

滋賀

添乗員同行

➀美濃国一宮 南宮大社参拝
②夢京橋キャッスルロード・胡麻の里でお買物
各地=藤原(10:10)=南宮大社(10:50)＝胡麻の里(11:30)=昼食
(12:15)=夢京橋キャッスルロード(13:50)＝藤原(17:00)＝各地

１２ フルーツ大国信州の冷え冷えの桃

長野

信州桃狩り食べ放題♪
桃２個お土産付！
出発日
８月４日（火）・８日（土）
旅行代金 １０,８００円
食事 朝× 昼１ 夜×

添乗員同行

果物農園になっている桃を２個収穫体験できます。
もぎ取った桃は、お土産としてお持ち帰りいただけます
あらかじめ収穫してある、食べごろの桃を食べ放題♪
各 地 = 大 山 田 Ｐ Ａ （ 8:30 ） = 桃 狩 り （ 11:00 ） = 昼 食 （ 12:30 ） =
かんてんぱぱガーデン（14:15）=大山田ＰＡ（17:45）=各地

１３

三重

地元三重の食事・名所をめぐる

すばらしき三重

旅行代金

９,８００円

食事 朝× 昼１ 夜× 添乗員同行
三重の名所や歴史・文化を改めて再発掘する旅。
こんな時期だから地元で楽しんで、三重のおいしい食事を満喫
してみよう！ 尾鷲の地元料理のバイキング！
【コース】
各 地 = 関 （ 9:00 ） = 尾 鷲 神 社 = 熊 野 古 道 セ ン タ ー = 昼 食
(12:00)=おととお買物=馬越峠入口のみ=道の駅=頭之宮
四方神社=関(17:00)＝各地

三河新四国八十八ヶ所霊場
逆参り体験コース

愛知

【第１回目 全８回コース】 第２回目 ８月３１日(月)

７月３０日（木）

出発日

５,９８０円初回謝恩価格

旅行代金

食事 朝× 昼１ 夜×

各地=長島（9:00）＝88 番～73 番札所（途中食事）＝長島
（17:00）＝各地
三河の美味しい食事も楽しみです。

関西花の寺

奈良

二十五カ所霊場巡り １３回コース
【第 1 回目 白毫寺（ハギ） 長岳寺（スイフヨウ）】
１３回コース
「ボタン寺」、「アジサイ寺」など、「花の寺」と称され
関西一円の 25 ヵ寺が集まって「関西花の寺二十五カ
所霊場会」が結成されました、花がご縁のお寺です。
➀各寺の「花説法」と呼ばれる法話が人気です。
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関西花の寺霊場専用のご朱印帳がございます。
出発日
旅行代金

９月２３日（水）

旅行代金

９,８００円

食事 朝× 昼１ 夜×

９月１４日（月）

１１,５００円

食事 朝× 昼１ 夜× 添乗員同行
【コース】
各 地 ＝ 関 （ 8:45 ） ＝ 名 阪 ＝ 百 毫 寺 （ 10:45 ） ＝ （ 昼 食 ）
（12:00）＝長岳寺（13:30）＝関（16:00）＝各地

～令和２年のうるう年～

第１回目 【香川・愛媛コース】 １１ケ寺参り

出発日

添乗員同行

旅行代金
【コース】
各地＝長島（8：30）＝１番＝２番＝４番＝昼食(12：00）＝
５番＝６番＝番外＝長島（16：30）＝各地

・マイクロバスで出発、お寺さんの近くまでお送りし
ます
・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。
・三河三十三観音専用のご朱印帳がございます
（一冊 800 円）（ご朱印代１ケ寺 100 円）
２回目：１０/３０（金）3・7~9 番、番外 2 ケ寺
３回目：１１/２４（火）10~15 番
４回目：１２/１５（火）16~20 番

１８

和歌山
和歌山

【第１番札所：青岸渡寺】

西国三十三観音霊場
体験コース
青岸渡寺１ケ寺参り
はじめての方でもご安心ください。
➀参加者全員で一緒に般若心経をお唱えします。
②朱印帳・軸お世話致します。
（１ヶ寺 300 円の朱印代が必要です）
※年間スケジュールございますのでお問合せ下さい。
出発日
旅行代金

９月 ２９日（火）

６,８００円

食事 朝× 昼弁当 夜×

香川

【２０番～１０番逆打ち３回で満願します】

うるう年に逆参りをすれば、必ずお大師様にお会いできるといわれていま
す。四国八十八ヶ所とともに人気のあり四国八十八ヶ所霊場めぐりと合
わせ百八煩悩消滅の旅として多くの参拝者が訪れます。

1 番：宝福寺・2 番：隨念寺
4 番：観音寺・5 番：松応寺
6 番：浄誓院・番外：極楽寺
出発日

１５

逆まいり 四国別格二十霊場

添乗員同行

知立市の総持寺から始まり、碧南市の法城寺まで
の 88 札所を巡る霊場となっています。今回は 88
番から１番へ逆にお参りを致します。札所が２か
所指定されている寺院が多く、合計 49 ケ寺を巡
り満願となります。

１７

愛知

お昼の食事もお楽しみ 全７回コース
【第１回目】岡崎コース

７月１６日（木）

出発日

三河の観音さま参り

三河三十三観音

【第１回目】 大台・多気コース 全 15 回

１６

１４

添乗員同行

【コース】
各地＝関(8:45)＝紀勢道＝車中食＝青岸渡寺・那智
大社・那智の滝(13:00～15:00)＝関(18:30)＝各地

７月８日（水）
７５,０００円

食事 朝２ 昼３ 夜２ 添乗員同行
2 人部屋希望の方は 8,000 円増し

➀四国霊場公認中先達免許をもつ先達がご案内。
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朱印帳お世話致します。
１ヶ寺 300 円の朱印代が必要です。

【コース】
各地＝関(8：30)＝明石大橋＝（車中食）＝20 番～19 番＝宿泊
ホテル＝18 番＝17 番＝16 番＝15 番＝（昼食）＝14 番＝13 番＝12 番＝宿泊
ホテル＝11 番＝10 番＝昼食＝瀬戸大橋＝関＝各地
※宿泊予定 １日目：ホテル花樹海 087-861-5580
２日目：今治国際ホテル 0898-36-1111

２回：８/１９（水）9 番～5 番
３回：９/１（火）4 番～1 番
4 回：１０/２７（火）高野山お礼参り

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●
・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

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☆。
㈱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

