マスクの着用

ご協力依頼

乗車時の検温・アルコール消毒

GOTOトラベルキャンペーン一時停止
の延長情報がございます。しかしなが
ら具体的な内容が未確定のため、本
チラシはGOTOトラベルキャンペーン
割引適用前の旅行代金表示となって
おります。詳細が確定しましたら再度
ご案内いたしますので、詳しい条件を
・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。
ご確認の上お申込みください。
・最小催行人員15名（一部除く）

令和3年
⑥

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

・ツアー中は車内禁煙
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松尾観音寺住職と行く

三重

伊勢西国33観音霊場
3月24日(水)
朝×・昼１・夜×

朝×・昼１・夜×

4月21日(水)

添乗員同行

朝×・昼１・夜×

都七福神 3回コース
第1回 萬福寺・東寺

11,000円

朝×・昼1・夜×

添乗員同行

赤山禅院・松ヶ崎大黒天・革堂行願寺・萬福寺
ゑびす神社・六波羅蜜寺・教王護国寺(東寺)
各地＝土山SA(8:30)＝京都東＝萬福寺(10:15～11:15)＝昼食
(11:30～12:30)＝東寺(13:00～14:30)＝名神＝大津SA:買い物
＝土山SA(16:30)＝各地

愛知

秩父34ヶ所霊場
68,000円
添乗員同行

①日本百観音の霊場である秩父34観音を巡る。
②一巡約100㎞、秩父の美しい自然の風光を背景の霊場
①各地=大山田PA（8：00）＝神坂ﾄﾝﾈﾙ＝秩父市＝１～４番札所＝ﾎﾃﾙ
②ﾎﾃﾙ＝5番～14番札所＝昼食＝15番～25番札所＝ﾎﾃﾙ
③ﾎﾃﾙ＝26番～31番札所＝昼食＝32番～34番札所＝ﾎﾃﾙ
④ﾎﾃﾙ＝シイタケ狩り＝北向き観音（お礼参り）＝各地

朝×・昼1・夜×

朝2・昼3・夜2

8
岐阜

11,000円
添乗員同行

令和のパワースポットはここだ！
こがねじんじゃ

金の鳥居の金神社
4月30日(金)

11,000円

朝×・昼１・夜×

添乗員同行

金神社は古来より産業繁栄、財宝･金運招福、商
売繁盛の御神徳あらたかな神として、信仰されて
います。昇殿参拝をし金文字のご朱印を頂きます。

国宝犬山城と
成田山名古屋別院参拝
5月25日(火)

添乗員1名・
トラベルヘルパー1名

ホテル＝ﾅﾊﾞﾌｧｰﾑ（椎茸狩り）＝昼食＝長島SA（17：00）＝各地

各地＝長島SA＝道の駅ﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ(9:15)＝道の駅にしお岡ノ山
(10:15)＝うなぎの兼光 (11:00)＝道の駅筆柿の里(12:30)＝
おとうふの石川(13:30)＝一色さかな広場(15:00)＝長島SA＝各地

愛知

55,000円

（火-木）

ホテル＝周辺散策＝昼食＝湯田中温泉（泊）

三河一色うなぎの名店「兼光」で
職人達が丹精込めて焼いた「ひつま
ぶし」を食す
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4月13-15日

各地＝長島SA＝昼食＝万座温泉（泊）

道の駅めぐりと、名店『兼光』ひまぶし

朝×・昼１・夜×

白・黄・緑・透明４つの源泉に入ろう

日本には2万以上の源泉があり、ほぼ全
てが無色透明。ところがその中には変わ
り者がおり、『白』『黒』『緑』『茶』など。そ
んな不思議な温泉を楽しもう！！

愛知のおすすめ道の駅を巡る

4月28日(水)

添乗員同行

～心の安らぎをもとめて～

5月18（火）
～21日（金）
朝3・昼4・夜3

7

万座温泉と湯田中温泉

群馬

添乗員同行

各地＝土山SA（9：00）＝京都＝
城南宮(10:00）＝昼食(11:00)＝
伏見稲荷(12:30)＝土山(15:30)＝各地

11,000円

各地＝土山SA(8:30)＝京都＝金閣寺(10:15～11:15)＝昼食
(11:30～12:30)＝仁和寺:お室桜鑑賞と参拝(13:00～14:30)＝
名神＝大津SA:買い物＝土山SA(16:30)＝各地

埼玉

5月12日(水)

もう一度
見てみたい

仁和寺のお室桜は遅咲きの桜で国の名勝に指定さ
れています。八重、しだれ桜も境内に見られます。
金閣寺も美しい姿で迎えてくれます。
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朝×・昼1・夜×

温泉ソムリエが惚れる泉質

4

10,800円

城南宮は京都を南方から守護する神社です。方位を
つかさどり未来を寿ぎます。
伏見稲荷はもちろん商売繁盛・五穀豊穣の神様。
意外と桜がきれいなんです。

仁和寺のお室桜と
世界遺産金閣寺

12,000円

城南宮のしだれ桜と
伏見稲荷の桜
4月9日(金)

12,800円
添乗員同行

各地=関(8:30)＝西名阪=天理＝飛鳥＝橘寺(参拝)10:00＝高
取町＝花大和/薬膳料理（11:30～13:00）=キトラ古墳資料館
13:30= 針テラス15:00＝関(16:30)＝各地

京都

各地=藤原道の駅（8：30）＝道の駅ﾏｷﾉ追坂峠（10：00）＝
海津大崎＝昼食（12：00）＝黒壁ｽｸｴｱ（自由散策）（13：15）＝
藤原道の駅（16：30）＝各地

京都

京都

朝×・昼１・夜×

6

①奥びわ湖に春の訪れを告げる風物詩になっており「日本のさくら名所
100選にも選ばれています。
②【城と城下町100選/日本の町100選/産業観光100選】に選ばれています。
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3

奈良高取町のミシュランン掲載店

高取町は飛鳥時代に薬草狩りをされたと日本書紀に
記されています。薬草を漢方医薬に基づき栄養・味・
色を食にした料理です。料亭「花大和」の体に優しい
薬膳料理をご賞味ください。

海津大崎の桜と
黒壁スクエア
4月19日(月)

花大和の薬膳料理

3月26日(金)

木造住職
添乗員1名

各地＝関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ（9：00）＝①太江寺＝昼食
番外：正福寺＝④金胎寺＝関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ（解散）＝各地

滋賀

奈良

10,500円

①住職から「仏教」の素晴らしさをお伝えします。
②みんなで仏教を学び、心も体もハッピーに！！
③お食事もお楽しみに！！
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2

精進
料理

各地=大山田PA(8:30)＝東名阪=岐阜
＝金神社(参拝)10:00＝昼食＝伊奈波
神社13:00＝お千代稲荷（15:00）＝各地
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岐阜

世 界 遺 産
ひだ白川郷散策

11,000円

5月28日(金)

添乗員同行

朝×・昼1・夜×

①犬山城は豊臣秀吉が生まれた天文6年（1537）織田信長の叔父である織
田信義によって創建された日本最古の木造天守です。
②犬山成田山は千葉県成田市の大本山新勝寺の名古屋別院です。弘法
大師が敬刻開眼された不動明王をご本尊としています。

各地=大山田PA（8：30）＝田縣神社（参拝）（9：30）＝
成田山名古屋別院（参拝）（10：30）＝昼食（12：00）＝犬山城・
城下町散策（13：30～15：30）＝大山田PA（16：30）＝各地

展望台の眼下に
広がる集落の絶
景を見て欲し
い!!!

11,000円
添乗員同行

日本の原風景というべ美しい景観をなす合掌造りの集落が評価され
世界無形文化遺産に登録されました。
日本人の原風景というべき懐かしい心のふるさとに触れてみませんか。

各地=藤原道の駅（8：30）＝昼食（11：00）＝白川郷散策
（12：00～14：00）＝道の駅白川郷（お買い物）＝藤原道の駅
（16：30）＝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
三重
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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。
第1回目 全8回コース・第2回目 8月31日(月)

とお買物=馬越峠入口のみ=道の駅=頭之宮四方神社
＝各地
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京都

=関(17:00)

朝×・昼１・夜×

第1回 4ヶ寺参り

4,800円
添乗員同行

●添乗員が皆様の先達となり各寺をご案内いたします。
●般若心経の経紙をお配りし、お唱えいたします。
●朱印帳や掛け軸、白衣などの道具販売から表装まで
承ります。
●各寺での朱印はまとめてお預かりしてお世話いたします。

次回から順次巡拝される
お客様には朱印帳進呈！

大和地蔵十福霊場

(朱印代は別途必要です)

(3回コース)

4月2日(金)

9,800円

朝×・昼１・夜×

添乗員同行

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

京都

4月8日(木)

素晴らしいお姿のお地蔵さま10ヶ寺

◆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。
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知多四国八十八ヶ所霊場

愛知

西国三十三観音霊場
第２回 ２ヶ寺参り 2番、3番札所
4月27日(火)

9,800円

朝×・昼１・夜×

添乗員同行

日本における最古の霊場と言われ、観音巡礼

２番札所：紀三井寺 の起源とも言われます。
奈良・京都・大阪・兵庫・和歌山・滋賀・
３番札所：粉河寺
岐阜の二府五県ににまたがり四季折々の景観が
巡礼者の心を和ませてくれます。

各地＝関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ（8：00）＝名阪＝和歌山＝2番：紀三井寺
(11：15)＝昼食(12:30)＝3番：粉河寺(14：30)＝Ｒ24＝名阪＝
関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(17：40)＝各地

各 地 = 長 島 SA(8:30) ＝ 1 番 ～ 5 番 ＝ 昼 食
(12:00)＝8～10番＝げんきの郷(お買物)＝
長島SA(16:30)=各地
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徳島

～一生に一度は行きたい1300年の聖地～

体験コースすべて日帰りコース：１０回で満願

四国別格２０霊場
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京都

好評につき
第２弾！

西国三十三観音霊場

京都体験コース4ヶ寺
4月23日(金)
朝×・昼1・夜×

◆霊場公認先達免許をもつ先達が添乗ご案内。
◆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。
各地=土山(8:30)=京都=⑮観音寺＝

4回コース

第1回穴禅定コース５ヶ寺２泊３日

5月18日(火)

57,000円

朝2・昼3・夜2

添乗員同行

弘法大師空海の霊跡をめぐります。八十八ヶ所
とあわせると108の煩悩消滅となります。
◆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。
①各地＝徳島＝1番～2番(泊）月の宿
②宿坊＝3番＝昼食＝4番＝高知市内(泊)土佐御苑
③ホテル＝5番＝瀬戸大橋与島/昼食＝関＝各地

⑰六波羅蜜寺＝昼食12:00＝⑱頂法寺＝
⑲行願寺＝大津SA買い物＝土山16:45＝各地

4,980円
添乗員同行

≪すべて日帰りコースです≫
★２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。

朱印帳プレゼント！
順次巡拝を希望される方に
進呈いたします。
(朱印代は別途必要です)

