
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。

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。

シリーズ決定！

11～１2

日帰り

日帰り

108煩悩があるからと言って、
自分を戒める修行をするのでは
なく、欲望を満たす旅、当たり
前の幸せを実感する旅です。

15,800

42,000

12,800
15,8009,900

13,80038,000

6,500

日帰り

１泊２日

佐津温泉”にしたにや海華”
贅沢松葉ガニづくし

①各地=土山SA=昼食=豊岡カバン=旅館(16:30頃）
②宿=海産物=元伊勢神宮=昼食=土山SA=各地

兵庫県佐津温泉「にしたにや海
華」で絶品カニのフルコースに
思わず口がほころぶ♪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。

曾爾高原ミニハイキング
そにこうげん

日本三百名山に数える倶留尊山(標高
1,038m)と亀山の西麓に広がる曽爾高
原。陽ざしを浴びて金色に輝くスス
キは圧巻です。

①各地＝北陸道＝金沢＝ひがし茶屋街＝ホテル
②ホテル＝金沢公園石垣巡り～近江町市場～東茶屋町
（昼食）＝北陸道＝各地

加賀百万石を支えた“きときと”（石川
県の方言で“新鮮な”）な食材が揃う近
江町市場でお買物が楽しい♪
金沢城は、昨年再建された鼠多門櫓が美
しく、その石垣造りの変遷がすべて分か
る多様なつくりは見応えあり！

１泊２日 日帰り

世界遺産平等院と

季節の京御膳を食す

各地＝土山SA＝世界遺産 平等院＝京料理 竹林本店
（昼食）＝中の島平等院表参道自由散策＝土山SA＝
各地

日帰り 日帰り

各地＝うだつの町並み＝二代目浪花（昼食）＝幸
兵衛窯（見学・絵付け体験）＝甘味（試食または
買物）＝買物＝各地

１２日日帰り

※周回コースは、おおよそ1時間30分

気分爽快でリフレッシュ！

冬を先取り！絶対食べたい旬の味覚

シリーズ決定！

シリーズ決定！

グルメドライバー竹谷と行く

シリーズ決定！

日帰り

金沢城石垣めぐりと

きときと豪華な夕食

❶趣きあるレトロな町“うだつ
の上がる町並み”の散策♪
❷美濃焼を愛でつつ、
和食割烹を食する贅沢♪

11/4

各地＝曽爾高原＝（昼食）＝曽爾高原＝買物＝各地

ぶらり三河で

年末お買物めぐり

各地＝らんぱーく（岡崎おうはんエッグが美味し
い！）＝日本料理 魚寅（碾茶めし昼食）＝みそ
パーク＝えびせん家族本店＝買物＝各地

コロナ渦でも、頑張っている地元
応援ツアー第２弾！西三河エリアで
しか手に入らない新鮮な地元食材を
買いにいこう！岡崎産の絶品卵・熟
成豆みそ・香ばしいえびせんは、こ
の地域ならでは！

12/４
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!
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♪

水耕栽培レタスの収穫体験も♪

おぼろ昆布

コ
ロ
ナ
渦
の
地
元
応
援
！

11/24

（木）

（水）

（土）

11/25

10/23
（土）

大人な

岐阜女子旅

11/16
（火）

12/6
（月）

食
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を
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せ
！
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・
冬
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旅

12,800

11/10
（水）

美しい“石垣の博物館”

参加者10名以上でランチメニューがグレードアップ⤴

コロナの状況によって、立ち寄り先が変更になることがあります。予めご了承ください。

人間の欲を五感で満たし、
当たり前の幸せを感じる108煩悩

ミステリーツアー

各地＝関ドライブイン ＝伊勢神宮(外宮) ＝月夜見
＝ 昼食 ＝松尾寺＝伊勢神宮(内宮) ＝ おかげ横丁
(自由散策) ＝関ドライブイン＝各地

年末の伊勢神宮お礼参り

今年初詣に行けなかった方にもオススメ！

12,800
お願いするだけじゃ、アカン！
お礼参りで今年を締めくくろう！

湯守座スタッフ片岡さんも
案内人として同行♪

黄金に輝く壮大なススキの絶景

とろ～りA5飛騨牛御膳食べませんか？

店内には素敵な美濃焼の装飾

各地＝あなたの煩悩（欲）を満たすミステリーツ
アー♪味覚欲も、ご利益欲も満喫間違いなし！＝
各地

各地＝藤原PA=黒壁スクエア食べ歩き＝茂美志（昼
食）＝オルゴール作り体験＝道の駅 浅井三姉の郷
＝藤原PA＝各地

❶黒壁スクエアでグルメドライバーイチ押し名物を食べ歩き

❷あったか長浜名物のっぺいうどんに舌鼓

❸お好みの曲を選んで
オリジナルオルゴール作り体験

❹道の駅 浅井三姉妹の郷でお買物
B級グルメつるやのサラダパンもおすすめ♪

満足間違いなし！グルメ旅４大ポイントを見逃すな！

本格京料理を京都宇治市に
ある竹林本店で、 豪華な
２段重箱ランチに舌鼓 !! 
世界遺産 平等院では、鮮
やかな紅葉で紅に染め上げ
られ、古都京都の秋を感じ
る旅です。

表参道での散策も楽しみ♪

※宿泊は、ドーミーイン金沢または同等クラス

ピンクのタグは、柴山港から
水揚げされた松葉ガニの証！

再建された鼠多門櫓は見応え充分！

豪華な京料理がお出迎え♪

日帰り

（木）

各地＝北畠氏館跡庭園＝梦窓庵（昼食）＝伊勢澳津
駅・・・伊勢矢知駅＝京屋製菓舗（お買い物）＝松
阪ベルファーム（買物）＝各地

どこか懐かしい古民家で紅葉を見
ながらヘルシーな創作料理ランチ
に舌鼓♪日本三大武将庭園「北畠
氏館跡庭園」の大イチョウやロー
カル鉄道に乗って秋を楽しもう。

12,800

むそうあん

紅葉の梦窓庵と

ローカル列車の旅

11/19
（金）

12/24
（金）

今年もあと数か月。来年にに備える前
にまずはお礼参りしませんか？

誰でも
気軽に行ける！

（木）

※コロナの状況に応じて、催行可否が決定することがあります。予めご了承下さい。

シリーズ決定！

名物・碾茶めしの昼食もご賞味あれ♪

オルゴール作り体験と

のっぺいうどん老舗茂美志や



※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。

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。

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

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

(ひとり部屋追加)19,800
(2名1室)

１泊２日

（金）

日帰り日帰り

各地 ＝田村寺(ご祈祷・かぼちゃぜんざい) ＝
びっくり（昼食）＝魚太郎＝元気の郷＝各地

12,800

苔むした境内が神秘のベールに
包まれた平泉寺白山神社にご案
内。まさに深呼吸したくなる絶
景！広い海鮮市場でお買物。体
もおサイフも踊りだす♪

平泉寺白山神社と

日本海さかな街でお買物

各地＝北陸道＝福井＝昼食/越前そばまたは大きな
おあげの昼食＝平泉寺白山神社＝日本海さかな街＝
各地

日帰り 20,800

日帰り 日帰り

公認先達:山田修 公認先達:金澤卓司

日帰り即満願！特選４コース

日帰り

11/19
（金）

僧侶と巡る！貴重な少人数プライベート拝観体験

最後に、かぼちゃぜんざいを食べて
来年の無病息災間違いなし！

11/27
（土）

“神秘““静寂”

山田修ちゃんと行く！
新車バスで10名限定出発！

9,800

各地＝桑名＝①大福田寺＝②聖衆寺＝③信貴山四日
市別院＝昼食／都ホテル＝④大聖院＝⑤密蔵院＝鈴
鹿＝⑥荒神山観音寺＝亀山＝⑦石上寺＝各地

近くて安心の三重県桑名
～亀山の北勢地区にある
七福神めぐり。荒神山観
音寺など有名な寺院もあ
り、各寺院での名物法話
も楽しみのポイント♪

10/18
（月）

三重のお薬師さん4ヶ寺

各地＝関ドライブイン＝㉝石薬師寺＝㉞四天王寺＝
昼食＝勢和多気＝㉟神宮寺＝伊賀＝㊱弥勒寺＝関ド
ライブイン＝各地

西国四十九薬師霊場開創30周年記念
の薬壺型の変わり朱印を頂きます。
期間限定ですので、お見逃しなく！

10,800

11/5
（金）

リクエストにお答えして企画！
新車バスで１２名限定出発！

4,980

10/13
（水）

京都４ケ寺体験コース

西国三十三観音霊場巡り

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

シリーズ決定！

福井のパワースポット

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

かぼちゃぜんざいと

中風の病にかからぬよう、「か
ぼちゃぜんざい」が振舞われま
す。今年の食べ納めメシにピッ
タリの豪華ランチ♪と産地直送
の新鮮魚介を年末にゲット！

福徳円満・心願成就

（日帰り満願コース）

皇室菩提寺泉涌寺で

プレミアム特別拝観

8,800

12/21
（火）

（鈴鹿・亀山市・中勢エリア出発）
12/22
（水）

（四日市・北勢県外エリア出発）

田村寺ご祈祷体験

買物納め満喫

シリーズ決定！

８名様限定募集！

各地＝京都＝泉涌寺塔頭:戒光寺～雲龍院＝昼食＝
泉涌寺プライベートプレミアム特別拝観＝各地

近くて安心の三重県桑名
～亀山の北勢地区にある
七福神めぐり。荒神山観
音寺など有名な寺院もあ
り、各寺院での名物法話
も楽しみのポイント♪

舎利殿や霊明殿等の拝観と阿字
観または写経体験など、たっぷ
り２時間、皇室菩提寺である泉
涌寺の魅力を堪能する旅。少人
数制なので、バスも拝観も慌た
だしくなく、ゆっくり楽しめる

西国四十九薬師霊場

金紙特別宝印授与


