
当チラシ作成時点において、Go Toトラベル事業は一時停止中です。国の方針で事業再開・支援金額等が確定した時点より対応します。

１泊２日 24,800

名古屋めし三昧 １泊２日
近場で安心！１５名限定出発！グルメドライバー

竹谷と行く

①各地＝名古屋城＝大須商店街＝三井ガーデンホテル名古屋プレミア＝（夕食）

②ホテル（遅めのチェックアウト）＝
お千代保さん＝（昼食）＝大山田PA＝各地

ひつまぶし食べ放題・愛知名物みそかつ・手羽先・
きしめん・小倉トースト等など魅力的な味覚万歳！
高級ホテルの三井ガーデンホテル名古屋プレミア
では、こだわりの愛知食材を使った豪華朝食も♪

9/23

８～１１

9/13

10/6
今年もこの時期がやって来た！

日帰り 8,800
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”、〆にあっ
たかい”鮎雑炊”を食せば大満足♪

各地＝大山田PA＝谷汲あられ＝赤石やな（昼食）
＝道の駅織部の里もとす＝お千代保稲荷＝大山田PA
＝各地

9/7

日帰り 12,800
・創業明治２２年老舗うなぎの「吉野屋」
が作る名物イチジク懐石”を堪能。
・JA運営「でんまぁと」では、スーパー
に売っていない健康野菜・郷土野菜が
盛りだくさん。
・旧近衛邸の書院でお抹茶＋季節の
和菓子でほっこり気分♪

各地＝長島SA＝でんまぁと安城＝吉野屋（昼食）＝
旧近衛邸（お抹茶＋和菓子をご賞味）＝長島SA＝
各地

10/7

日帰り 15,800

美味♪
新美南吉も愛した

25,800１泊２日

9/3 参加資格は食いしん坊限定！

絶品イチジク会席

女性の味方！美容サプリメントを食す！

大人な三重女子旅 秋のグルメ旅

赤石やな”子持ち鮎づくし”

お米の日
出発！ お米マイスター同行

豊作ふっくらご飯を極める
ご飯のお供食べ比べ 岡山・湯郷温泉季譜の里

３～４名参加限定！女子旅・家族旅に最適！

美肌の湯と全館畳敷きが心地よい

すばらしき三重の寺
～数珠づくり体験・高田本山の麦とろ飯

ミニ四国八十八ケ所お遍路～

灯台下暗し、
東海道を歩く 伊勢の国七宿

ーついこの前まで江戸時代だったー
（桑名宿～鈴鹿峠～土山宿）

紅葉と和空法隆寺宿泊で
至福の秋

人生最高の贅沢♡

伊勢街道お買い物めぐり

三重の伝統食文化を守れ！コロナ渦の地元応援!

美杉森林セラピーで身も心も
癒され、ミシュランガイド掲載
レストランで舌鼓、松治郎の
舗でハチミツのリップクリーム・

ハンドクリーム作り体験で美容ケア。
スイーツもしっかり食べに行きます。

各地＝美杉森林セラピー基地＝ミシュランガイド掲載
レストラン鄙萱(hinakaya)＝松治郎の舗＝おかげ横丁
（スイーツ）＝各地

秋とえば”味覚の秋”。定番グルメからB級グルメまで満喫♪
今回は「愛知県vs静岡県」。あなたは、どちらがお好みです
か？ツアーで実体験したい方は、ぜひお申込ください。

・(B級グルメ)たまごふわふわ
・うなぎ
・静岡茶スイーツ
・うなぎパイ

・名古屋コーチン
・手羽唐揚げ
・(B級グルメ)おきつねバーガー
・八丁味噌ソフトクリーム

①各地＝法多山尊永寺＝（昼食）＝油山寺＝ふじのくに
茶の都ミュージアム＝パレスホテル掛川

②ホテル＝可睡斎＝うなぎファク
トリー＝(昼食)＝豊川稲荷＝各地

10/18

日帰り 8,800
日本の米文化を応援！”お米マイスター”と

各地の美味しいお米とご飯のお供を満喫す
る旅。今回は、尾鷲の”魚に合う米”を取り

扱う米マイスターと地元の新鮮な魚・地食
材を使ったご飯のお供を味わう。ご飯の食
べ比べ・特産ヒノキグッズのプレゼントも
楽しみ♪

各地＝世古米穀店＝（お米マイスター同行案内）＝ご飯の
お供作り体験＝夢古道（ご飯・ご飯のお供の食べ比べの昼
食）＝お米キーホルダー作り体験
＝土産店＝各地

友達同士の女子旅・家族旅などの
３～４名のピッタリのゆったり温
泉旅行。館内総畳敷きが、女性や
家族連れに人気な宿に宿泊。素足
で過ごせるので解放感抜群！

37,800

①各地＝（昼食）＝津山まなびの鉄道館＝
湯郷温泉季譜の里

②ホテル＝（昼食）＝姫路（自由散策）＝各地

10/20

10/15

11,000
・亀山の不動院であなただけの
数珠を作ろう！
・浄土真宗高田本山で麦とろご飯を堪能。
お寺もしっかりアテンド。
・密蔵寺で「ミニ四国八十八ケ所霊場」
歩きお遍路（約３０分）

各地＝大山田PA＝不動院＝高田会館（昼食）＝高田本山＝

密蔵寺のミニ四国八十八ケ所めぐり＝道の駅かわげ＝大山
田PA＝各地

5,800

9/28

湯守座～四日市駅＝＝桑名宿/七里の渡し～桑名城址～

昼食～立てば跡～町屋川の渡し跡～朝日淨泉坊～常夜灯
＝四日市駅～湯守座

密を避け、健康増進と地元の歴史
を見直す旅。東海道宿場として、
今も往時の姿を残す関宿をはじ
め、城下町桑名・亀山と見どころ
いっぱい♪三重に住みながら、三
重を知らないのはもったいない！

日帰り

日帰り

１泊２日

9,900

11/18

各地＝土産店＝ファーム海女の島（水耕栽培野菜の収穫
体験）＝鳥羽マルシェ＝天びん屋（昼食）＝酒徳昆布
（おぼろ昆布）＝おかげ横丁＝各地

コロナ渦で大打撃を受ける地元三
重県内の生産者・企業を応援する
お買い物ツアーを開催！明治４５
年創業で昆布一筋に手作りの味を
守るおぼろ昆布や水耕栽培レタス
の収穫体験も♪

11/28

39,800

①各地＝長岳寺＝塔の茶屋（昼食）＝和空法隆寺

②ホテル＝法隆寺＝豆腐庵こんどう（昼食）＝
室生寺＝各地

自分へのご褒美として、１泊２日で
ゆったり奈良旅してみませんか？寺
町にある一度は泊まってみたい宿・
和空法隆寺で、法隆寺ガイドツアー
やお寺トークショーも。紅葉鑑賞も
ゆったり堪能。

１泊２日

日帰り

(2名1室)

(2名1室)

(2名1室)

(3～4名1室)

温泉での～んびり♪

ヒノキプラスの特典付！

新しいお寺の楽しみ方を初体験水耕栽培レタスの収穫体験も♪

おぼろ昆布

“フジバカマ”も良い季節

催行の景色を見ながらランチ

名古屋グルメ盛りだくさん！！

このマークのツアーは、次回シリーズ化が決定している旅行です。
まずは、当チラシ掲載ツアーに参加いただき、ぜひ次のシリーズ旅もどうぞご期待ください。
継続してご参加いただきますと、より一層お楽しみいただけます！

シリーズ決定！

シリーズ決定！

シリーズ決定！ シリーズ決定！

シリーズ決定！

シリーズ決定！



※御朱印帳に関して・・ツアー不参加での御朱印帳の預かり・押印は、ツアー代金の半額と朱印代を頂戴いたします。

田村寺若住職と行く！
名古屋２１大師

一度会ったらファンになる？！

（２回で満願）

19,800１泊２日

9/3
10/8

四国八十八ヶ所１～11番（11ヶ寺コース）1泊2日の宿

坊体験。安楽寺宿坊では、夜の法要に参加できます。
読経・法話の後、幻想的な精霊流し、くすのき供養を
体験できます。

※12月以降は、順次出発します。88番結願まで8回コース。
詳しくは、お問い合わせください。

①湯守座＝各地＝関8:30＝新名神＝明石海峡大橋＝鳴門大橋＝１番札所～5番札所
＝6番安楽寺宿坊(泊)＊夜に法要あり

②宿坊＝6番札所～10番札所(タクシー)＝11番札所＝昼食＝鳴門＝とくとくターミナル(買物)
＝淡路島＝明石海峡大橋＝関＝湯守座

10,000

9/23

日帰り

とにかく誠実で愚直なお人柄の田村寺若住
職の真悠さんと、江戸時代に開創した「金
城下二十一大師霊場」を前身とする弘法大
師霊場をめぐる魅力的なツアー♪

各地＝大山田PA＝１番札所＝大須商店街散策＝２番

～４番札所＝（昼食）＝５番～１０番札所＝大山田
PA＝各地

第２回目
（10/19)

各地＝大山田PA＝１１番～１６番札

所＝（昼食）＝１７番～２１番札所
＝大山田PA＝各地

13,000日帰り

遠くは行きたくないけど、安近短で安心ツアー
に参加したいなと考えている方にオススメ♪

観音寺の仏式と椿大神社の神式を選んで祈祷で
きる。久しぶりのロープウェイは涼しく、自然
薯料理で精が出ます。

8/25
椿大神社

コース

各地＝椿大神社＝菰野町茶々＝御在所ロープ
ウェイ＝こもの道の駅＝各地

垂坂観音寺
（８/３０)

各地＝垂坂観音寺＝菰野町茶々（昼食）＝
御在所ロープウェイ＝こもの道の駅＝各地

4,980日帰り

9/2 9/22

5,800

西国三十三観音霊場巡り

日帰り

知多四国八十八ケ所霊場巡り

美しい景色を楽しむ♪

歩きお遍路体験コース

草創1300年 日本遺産認定【西国
観音三十三所霊場めぐり】観音さ

んが、あなたが来るのを待ってま
す。京都の4ヶ寺体験コース観音
霊場めぐりをあなたの体と心で感
じてください。

各地=関ドライブイン8:30=京都=19番行願寺=18番頂
法寺= 昼食=17番六波羅蜜寺=15番観音寺=大津SA買物
=関ドライブイン17:00=各地

健康（けんこう）
信仰（しんこう）

丸福観光（まるふくかんこう）

各地＝長島SA＝曹源寺＝極楽寺＝普門寺＝（昼食）＝
延命寺＝常福寺＝げんきの郷＝長島SA＝各地

9/14 9/16

３泊４日 日帰り 8,80078,000
秩父札所三十四ヶ所観音霊場は、西国三
十三ヶ所、坂東三十三ヶ所とともに日本
百番観音に数えられています。今日もそ
の当時の趣きを残しつつ、一番四萬部寺
から三十四番水潜寺まで静寂な山村と美
しい自然の風光を背景した一巡約100km程

の巡礼道です。自然を大いに感じていた
だき、観音様とのご縁をお結びください

①各地＝昼食＝秩父市＝秩父霊場１番～４番＝ホテル

②ホテル＝５番～１７番＝昼食＝１８番札所～２５番札所＝ホテル

③ホテル＝２６番~３１番＝昼食ー３２番~３４番＝群馬県移動＝ホテル

心の安らぎを求めて

秩父三十四カ所
観音霊場巡り

三重の七福神

松阪霊地七福神

④ホテル＝シイタケ狩り＝北向き観音（お礼参り）＝各地

各地＝関ドラ(9：00)＝松阪＝阿射加神社＝御厨神社

＝管相寺＝龍泉寺＝昼食＝来迎寺＝福源寺＝朝田寺＝

関ドラ(16：00)＝各地

(2名1室)

(2名1室)

京都４ケ寺体験コース

京風料理で舌鼓！

●阿射加神社（寿老人）
●御厨神社（恵比寿神）
●管相寺（布袋尊）
●龍泉寺（毘沙門天）
●来迎寺（大黒天）
●福源寺（福禄寿）
●朝田寺（弁財天）

ー四国の土、水、空、風、そして仏さまがあなたを呼んでいますー

さぁ、出かけよう! 四国お遍路巡礼の旅

メンタルもフィジカルも鍛えよう

垂坂観音寺
コース

気分刷新♪

厄災払いと暑気払い

(ひとり部屋追加) 2,000円

公認先達:山田修 公認先達:金澤卓司

午前約4km（1時間）
午後約4km（1時間）のお遍路です
※バスが並走しているので安心です！

笑顔が優しい
田村寺若住職

先達山田が丁寧に案内します！ 丸福観光なら、初心者でも始めやすい！

各
日

シリーズ決定！

シリーズ決定！ シリーズ決定！

なんと！日帰りで満願！


