NO.16

・添乗員同行します（一部旅行除く）
・中型バス又は小型バスで出発します。
・最小催行人員15名（一部除く）
・ツアー中は車内禁煙

1
和歌山

奥熊野のパワースポット

瀞峡ウォータージェット船
大自然が作り出した大渓谷、船旅！！

10月22日(木)
朝×・昼１・夜×

【松茸とすき焼き食べ放題コース】

滋賀の『松茸・近江牛料理』

3

滋賀

名物、松茸と近江牛のあばれ食い

滋賀

11月17日(火)

GOTO価格
：7,800円
添乗員1名

時速40㎞で海峡を軽快に疾走するウォータージェット船。
瀞峡の断崖絶壁の絶景をより楽しんでいただけるよう、屋根
はスライド式。天気の良い日は開放して走ります！！

琵琶湖周遊の旅
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12,000円

朝×・昼１・夜×

4

秋のメタセコイア並木

14,800円
添乗員1名
GOTO価格
：9,700円

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を提供する
オシャレな空間です👛

グループ旅行・競技大会・部活動
社員送迎・視察研修・冠婚葬祭など

兵庫

新・日本の街路樹百景♪

朝×・昼１・夜×

延長約2.4kmにわたりメタセコイアが約500本植えられ、
紅葉の美しい景観は、遠景となる野坂山地の山々とも
調和し、訪れる人々を魅了します。

各地=土山ＳＡ=新名神=信楽陶苑（見学）(10:50～11:20)

各地=土山ＳＡ=木之本地蔵=余呉湖=メタセコイア並木道=

速玉大社=道の駅（お買い物)=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(17:00) =各地

昼食(11:30～12:45)=ラコリーナ近江八幡=土山ＳＡ=各地

昼食=満月寺・浮御堂=土山ＳＡ=各地

5
三重

『田村寺』中封じご祈祷会
《ころばぬ先の杖》

12月22日(火)
朝×・昼1・夜×

6
三重

7,500円
添乗員1名
GOTO価格
：5,000円

おかげ横丁と外宮参道

伊勢神宮初詣 内宮＆外宮両参り
昼食はホテルの和食ランチ♪
下記に記載

朝×・昼１・夜×

かぼちゃぜんざいを食べてさらにご利益up！！

その他地区：1月8日(金)・15日(金)・22日(金)

9
静岡

各地=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(9：00)=外宮参拝・外宮参道散策(10:15)=
昼食（11:30）＝内宮参拝・おかげ横丁(13:00～15:00)
=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(16:30)=各地

舞茸２株お土産付！

舞茸狩り＆いちご狩り食べ放題
新鮮ないちごと舞茸の味は違う！

10
三重

浦村の牡蠣を食す！
思う存分食べておかげ横丁へ♪

焼き牡蠣といちご狩り食べ放題

2月10日(水)

11,000円

2月5日(金)・15日(月)
25日(木)(満）

朝×・昼１・夜×

添乗員1名

朝×・昼１・夜×

①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！いちご狩りでいっぱい食べよう🍓
各地=長島PA(8：45)=舞茸狩り(10：00)=昼食(11：40)=
いちご狩り(13：50)=長島PA(16：20)=各地

朝×・昼１・夜×

感動の味と香り🍓

久能 石垣イチゴ 食べ放題
昼食は丸子のとろろ料理

10,800円

2月16日(火)

11,000円

添乗員なし

朝×・昼1・夜×

添乗員1名

①焼牡蠣を60分食べ放題。牡蠣ごはん,牡蠣汁付🍙
②伊勢神宮前の人気スポットおかげ横丁にも
③鳥羽展望台やいちご狩りにもご案内します🍓
各地=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(8：45～9：45頃)=鳥羽展望台=昼食(11：00)=
おかげ横丁(12：30）=いちご狩り(14：00)=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ
(16：00～17：00頃)=各地

各地=土山PＡ(9：30)=昼食(11:45)=出石散策=旅館(16:30）
【宿泊】にしたにや海華:0796-38-0565 3〜5名部屋

8
三重

100年の歴史がある静岡久能山の石垣イチゴ。
傾斜の石垣を利用した栽培法は、太陽の光をたっぷり
浴びて、香よいジューシーなイチゴを楽しめます。
各地=長島PA(8：15)=新東名=丸子/昼食(11：30)=久能=
いちご狩り(13：00～14：00)=東名=長島PA(16：30)=各地

亀山不動院でオリジナル数珠作り

身代わり数珠体験
あなただけの数珠を作う！！

1月29日(金)

添乗員1名
GOTO価格
：8,400円

各地=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(8:30)=石神さん（10：45）=昼食(11：30）=
伊勢神宮・おかげ横丁（13：40～15：00）=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ（16：30）＝
各地

静岡

GOTO価格
：26,500円
添乗員1名

兵庫県 佐津の「にしたにや海華」でカニのフルコース
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。

12,900円

獲れたてたっぷりの伊勢えびが付いたプラン！海女さんから、
普段はなかなか聞くことの出来ない海女漁の話を聞きながら
魚介類を堪能。
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朝1・昼2・夜1

旅館(8:45)=海産物=豊岡カバン=昼食=土山PＡ(16:00)=各地

志摩の海女小屋で味わう！
伊勢海老やサザエと伊勢神宮
1月27日(水)

添乗員1名
GOTO価格
：5,200円

四日市地区：1月7日(木)・14日(木)・21日(木)

おふろcafé湯守座(昼食・温泉・芝居）=各地

三重

8,000円

中風の病にかからぬように御祈祷を受けていただくお寺です。
御本尊様の御前で住職より祈祷やお札を受けていただきます。

各地=田村寺（祈祷・かぼちゃぜんざい・数珠授与）
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40,500円

(水・木)

GOTO価格
：6,500円
添乗員1名

各地=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(7:30)=瀞峡ジェット船(11:00)=昼食=

かぼちゃぜんざい・中風除

12月2-3日

10,000円

11月26日(木)

満 全国から食通が通う日本料理宿
佐津温泉で蟹づくし(1泊)
席 松葉かにの味覚を堪能♪

朝×・昼１・夜×

10,000円
現地添乗員1名
GOTO価格
：6,500円

①数珠は一人ひとりの身代わり(お守り)にもなる仏具で数珠
が代わりに難を受けてくれると言われています。
②お食事は松阪で美味しい寿司ランチをご賞味！！
各地=不動院（9：30～11：30）=昼食（12：30）=継松寺（参拝）
=農業公園ベルファーム=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ（16：00頃）=各地
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三重

伊勢神宮ゆっくりのんびり初詣

伊勢神宮初詣と
『季（とき）座』で泊まる
1月25-26日
(月・火)
朝1・昼2・夜1

32,000円
添乗員1名
GOTO価格
：21,000円

ミシュランガイド2019年に記載された紀北町の旅館料理。
新鮮で美味しい魚など堪能しながらやすらぎのひとときを
お寛ぎください。きほく千年温泉もご利用いただけます。
各地=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(9：30)=昼食＝花の窟神社=季の座(泊)
ホテル=外宮・内宮=おかげ横丁=昼食=外宮=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(16：00)
=各地

地元三重の食事・名所をめぐる

13信仰・健康・観光
すばらしき三重

15

三重
第1回目 全8回コース・第2回目 8月31日(月)
丸福観光は、神社仏閣をまじめにお参
りします。各地の霊場の作法に基づき
9,800円
7月16日(木)
般若心経を唱え、神前では祝詞を奏上
添乗員1名
朝×・昼１・夜×
します。
◆【第一回目】大台・多気コース(全15回)
皆様個人の健康・ご家族の健康・感謝
◆三重の名所や歴史・文化を改めて再発掘する旅
尾鷲の地元料理のバイキング
のこころ・ふるさと日本の平和安穏を願
各地=関（9:00）=尾鷲神社=熊野古道センター=昼食(12:00) =おと
い真摯な気持ちでお参りしています。
とお買物=馬越峠入口のみ=道の駅=頭之宮四方神社
＝各地

13
愛知

=関(17:00)

三河の観音さま参り

9,800円

朝×・昼１・夜×

添乗員1名

◆健康長寿・身体健全・安産・福徳円満など十の福徳を
いただける地蔵十福。
心がなごむお地蔵さまにきっと会うことができます。
【第１回】2/4 伝香寺・元興寺・十輪院・福智院
【第２回】3/4 霊山寺・矢田寺・帯解寺
【第３回】4/2 聖林寺・室生寺・大野寺

各地=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(8:30)=奈良市内=元興寺=伝香寺=昼食=
十輪院=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(17:00)=各地

9,800円
添乗員1名

◆三河三十三観音専用のご朱印帳がございます。
(1冊1000円・ご朱印代1ヶ寺100円)
【第1回】岡崎コース 1番：宝福寺 2番：随念寺 4番：観音寺
5番：松応寺 6番：浄誓院 番外：極楽寺

各地=長島PA(8:30)=1番=2番=4番=昼食(12:00)=5番=6番=
番外=長島PA(16:30)=各地

京都

2月4日(木)

お昼の食事もお楽しみ 全7回コース

朝×・昼１・夜×
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大和地蔵十福霊場

奈良

三河三十三観音
2月19日(金)

16
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ケ寺参りと那智大社

1月28日(木)

8,800円

朝×・昼弁当・夜×

添乗員1名

ご利益先取り・京都ゑびす神社

宵ゑびす祭りと伏見稲荷
1月9日(土)

8,800円

朝×・昼１・夜×

添乗員1名

◆福笹発祥の京都ゑびす神社。5日間開催される中
十日ゑびすの前日は、福の先取りといわれています。
各地=土山SA(8:30)＝京都＝ゑびす神社/宵ゑびす
(10:00～11:20)＝昼食＝伏見稲荷(13:00～14:30)＝
大津SA・買物＝土山SA(17:00)＝各地

～一生に一度は行きたい１２００年の聖地～

素晴らしいお姿のお地蔵さま10ヶ寺

◆はじめての方でもご安心ください。
◆参加者全員で一緒に般若心経をお唱え
します。
◆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。

各地=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(8:15)=紀勢道=車中食=青岸渡寺・那智大社
那智の滝(13:00～15:00)=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(18:30)=各地
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四国八十八ヶ所霊場

徳島

第１回 阿波コース １～１９番札所：２泊３日
★高野山お礼参り迄 全８回コース

2月9日(火)2泊3日

66,000円

朝2・昼3・夜2

添乗員・先達 １名

◆四国霊場公認中先達免許をもつ先達がご案内。
◆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。
◆朱印帳・掛軸・白衣の朱印や巡拝装束のお世話
致します。ご相談ください。。

(バス・宿泊・昼食タクシー)

2回目 3月9日 (火)20番～30番 2泊3日
3回目 4月6日 (火)33番～43番 3泊4日
★4回目以降の年間ｽｹｼﾞｭｰﾙがあります。
お気軽にお問合せ下さい。

①各地=関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(8:15)=新名神(車中食)=鳴門大橋=①番～⑦番=板野町(泊)
②宿坊=⑧番～⑩番(ﾀｸｼｰ)⑪番＝⑫番(ﾀｸｼｰ)=昼食=⑬番～⑰番=徳島市(泊)
③ホテル=⑱番=⑲番=とくとくﾀｰﾐﾅﾙ(買物)=昼食=鳴門=新名神＝関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ＝各地
※宿泊予定 1日目:安楽寺宿坊 088-694-2046
2日目:徳島グランヴィリオホテル 088-624-1111

