ＮＯ．２号

※バス車内では他のグループの方との相席はございません。
★近場で安心♪ランチ＆醤油蔵見学＆ミカン狩り＆みかん梅酒作り体験

1

御
坊

道成寺特別公開＆みかん狩り食べ放題と

2

語り部ヨッシー
と歩く♪

みかん梅酒作り体験ツアー♪
語り部・バス送迎付

地元わかやま観光業活性化バスツアー♪

添乗員同行
旅行代金

10/27(水)

出
発
日

最少催行人員 １５名

5,000

10,000円

10/28(木)

出
発
日

円

11/14(日)

★ポイント★

①安珍清姫の物語「絵とき説法」を聞いて頂きます。
『道成寺特別公開』通常中に入れない本堂の見学。
国宝秘仏千手観音立像 中開帳
②昼食は熊野牛と熊野ポークのすき焼きと松茸ご飯を
ご堪能ください♪
③湯浅醤油九曜蔵を見学 卵かけ専用醤油お土産付き
④有田みかん狩り食べ放題と１キロのお土産付き
⑤秋のオリジナル「みかん梅酒作り体験」作った梅酒
はお持ち帰り♪

食事

朝×

昼〇

高
野
山

語り部と歩く奥の院♪

出
発
日

4

出
発
日

食事

金剛峯寺P周辺散策
①金剛峯寺や檀上伽藍までの蛇腹道ではきれいな紅
葉を観ることが出来ます。
②お買い物をお楽しみ下さい。

朝×

昼○

夜×

各地(8:00～9:00)発
＝道の駅龍神(15分)
＝一の橋 昼食(70分)
＝奥の院（90分）
＝金剛峯寺P周辺散策（50分）
＝かつらぎﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ（20分）
＝各地(18:00～19:00着)

☆わかやま市内お買い物バスツアー☆
★ポイント★

添乗員同行なし

最少催行人員 20名

☆レンタカープラン☆
日産セレナ
８人乗り
スズキ ワゴンR
４人乗り

昼〇

夜×

各地(7:15～8:15)
＝高原(9:15発)
＝十丈王子 昼食（45分）
＝近露王子（14:30着）
＝各地(15:30～16:30)

歩行距離：時間
高原～近露王子まで
約9.3ｋｍ：約5時間00分

最少催行人員

熊
野
三
山

１６名

旅行代金

11/19(金)

お支払い実額

15,000円

7,500円
食事

①その昔、皇族たちが本宮大社と速玉大社
を巡拝する際に利用した唯一川を
使った熊野古道とされています。
船からの紅葉・景観をお楽しみ下さい。
②熊野三山の一つ速玉大社、熊野速玉
大神と熊野夫須大神を主祭神とします。
③神倉神社は熊野大神が熊野三山とし
て祀られる以前、一番最初に降臨さ
れたと言われる聖地です。急こう配
の石段の先にはパワースポットであ
るコトビキ岩があり、そこから眺める
新宮とその先に広がる熊野灘の景色は
絶景です。苦労して上る価値はあります。

出発日

12/19(日)

旅行代金

5,000円

※JR和歌山駅東口にて降車される方は10：00から14：55お迎えまでの約５時間の自由散策となります。
※イオンモール和歌山にて降車される方は10：25から14：30お迎えまでの約４時間の自由散策となります。

6

朝×

川船下り＆神倉神社・
紀の松島めぐりでわくわく体験の旅♪
速玉大社 いろどり会席で満喫の旅♪

朝×

昼○

夜×

各地(7:15～8:15)発
＝道の駅中辺路(10分）
＝瀞峡街道熊野川（所要時間９０分）
＝昼食(50分)
＝神倉神社‥速玉大社（100分）
＝橋杭岩 休憩(20分)
＝各地(18:40～19:40)

※川船ではライフジャケットを着用。
※川の渇水等により運航の一部変更
や、中止もあります。

①今だけお得にリフレッシュプランを利用して、和歌山市内にお買い物ツアー。
②お買い物で2,000円分のリフレッシュクーポン利用できます。
③JR和歌山駅経由イオンモール和歌山行なので、イオンモール和歌山、
近鉄百貨店和歌山、和歌山MIOなど行きたい場所を選択出来ます。

円

さらにリフレッシュクーポン2,000円付き

★ポイント★

※金剛峯寺拝観料は旅行代金に含まれていません。

5

5,000

10,000円

さらにリフレッシュクーポン2,000円付

さらにリフレッシュクーポン2,000円付

天空の聖地高野山で紅葉をお楽しみ下さい。
奥の院
①弘法大師さまがご入定されている聖地です。
②一の橋から御廟までの道のりにはおおよそ２０万
基を超える諸大名の墓石や祈念碑・慰霊碑が並んで
います。語り部がご案内致します。

お支払い実額

川の熊野古道

5,000円

★ポイント★

最少催行人員 １０名

※食事はお弁当をご用意致します。
お弁当は事前にお配りいたします。
※バスの座席は予約順となっております。
グループ以外での相席は致しません。
※お１人でのご参加も大歓迎です。

添乗員同行

お支払い実額

10,000円

近露王子

①高原霧の里休憩所からスタートし、一里塚・
大門王子を経て十丈王子でお弁当の昼食。
②西国観音霊場中興の祖 花山法皇の旅姿を模
したといわれる「牛馬童子像」等様々な魅力が
あります。
③語り部ヨッシーのお話で熊野古道の魅力に
どっぷりはまって頂きます。
③小型もしくは中型バスでの送迎となります。

最少催行人員 １7名

旅行代金

11/2(火)

～

食事

各地(8:30～9:30)
＝道成寺(70分)
＝昼食(６0分)
＝湯浅醤油九曜蔵（30分）
＝みかん狩り（50分）
＝みかん梅酒体験（４５分）
＝各地(15:30～16:30)

秋の高野山＆
添乗員同行

高原

夜×

※バスの座席は予約順となっております。
グループ以外での相席は致しません。
※お１人でのご参加も大歓迎です。
※行程の順番を入れ替えてご案内する場合もあります。

3

第3回

旅行代金

さらにリフレッシュクーポン2,000円付き
★ポイント★

ウォーキングツアー
添乗員同行

お支払い実額

中
辺
路

★熊野古道★

※神倉神社コトビキ岩までは５８
７段の石段を上った先にあります。
階段の上り下りには十分注意して
ください。
※歩き易い服装や履きなれた靴で
お越し下さい

お支払い
実額

2,500円

和
歌
山

リフレッシュクーポン
2,000円付き

食事

朝×

昼×

夜×

各地(8:00～9:00)＝JR和歌山駅東口(10：00着)
＝イオンモール和歌山(10:25着)
＝イオンモール和歌山(14:30発) ＝JR和歌山駅東口(14：55発)
＝各地(16:10～17:30)

※弊社レンタカーを利用したツアーとなっています。
※利用目的はお買い物・旅行などお客様でご自由に計画して頂けます。
また、ご相談（無料）いただければ最適なプランをご提案させて頂きます。

マイカーで
もご利用で
きます

※今だけお得！お買い物やご旅行でのご利用なら和歌山リフレッシュプラン
がお得です。和歌山県在住者の和歌山県内での日帰り・宿泊旅行やお買い物などが対象。

※有料道路ご利用の際はお客様ご自身のETCカードまたは現金にてご利用ください。
※利用可能日等、詳しくはお電話にてお問い合わせください。
※ガソリンは満タンでお貸し致しますので満タンにしてご返却ください。

た び 丸 ツ ア ー N A N K I

★
７

出
発
日

東山・禅林寺の紅葉と京都駅フリータイムで
お買物バスツアー
11/22(月)

旅行代金

添乗員同行

★ポイント★

①京都駅周辺で１２０分の自由散策。
②世界遺産「古都京都の文化財」の一つである清水寺。
鮮やかに染まった紅葉と街の景色をお楽しみ下さい。
③「もみじの永観堂」といわれる、京都屈指の
紅葉の名所。多宝塔を紅葉が包み込む幻想的な
光景をお楽しみ下さい。

昼×

11/16(火)

旅行代金

39,000円～

旅行代金

～ 18 (火) 3名1室お一人様+1,000円

2名1室お一人様+2,000円

最少催行人員 20名
１日目
朝× 昼× 夜〇
各地（8:45～10:00)
＝岸和田SAで自由昼食(40分)
＝京丹波味夢の里休憩(20分)
＝ホテル
2日目
朝〇 昼× 夜×
＝ホテル（10:00発）
＝丹波おばあちゃんの里 自由昼食(45分)
＝神戸三田めんたいパーク(30分)
＝紀の川SA（15分）
＝各地（16:15～17:30）

紅葉の奈良長谷寺と談山神社

10

有
馬

奈
良

今井町で古い町並み散策の旅
(赤福お土産付き)
出
発
日

添乗員同行
最少催行人員 １５名
夜×
食事 朝× 昼〇
①有馬の紅葉スポット瑞宝寺公園で紅に染まる2,500本
の楓をご観賞。
各地(7:00～8:00)
②昼食は有馬御苑にて黒毛和牛の会席料理をご堪能。
＝瑞宝寺公園（２０分）
ご希望の方は金泉・銀泉温泉入浴をお楽しみ頂けます。 ＝昼食（60分）
★ポイント★

④六甲山頂駅までのロープウェイで空中散歩、空からの
紅葉とガーデンテラスからの大パノラマの眺望をお楽
しみ下さい。
⑤芦有道路で紅葉の景色を車窓でお楽しみ頂きます。

お一人様の料金です

①早めのホテル到着、次の日の朝は10時出
発でホテルや天橋立周辺でのお時間を
ごゆっくりお楽しみ頂けます。
②夕食は本場日本海で、かにのフルコースを
存分にご堪能して頂きます。
③天橋立が一望できる露天風呂など数々の
趣向を凝らした温泉をお楽しみ頂けます
ので、ごゆっくりおくつろぎ下さい。
②バス道中の休憩では食事やお土産、
お買い物をお楽しみ頂けるような施設に
立ち寄ります。
※1日目・2日目の昼食は途中休憩場等での自由食となっています。

17,800円

（ご入浴は旅行代金に含まれています。タオル・バスタオル付
③有馬温泉街の自由散策。
入浴ご利用は14:30まで）

4名1室

★ポイント★

各地(7:00～8:00)
＝京都駅(120分)
＝清水寺(80分)
＝禅林寺永観堂（60分）
＝各地(19:00～20:00)

紅に染まる六甲・有馬を 空中散歩！
秀吉も賞賛２５００本の楓♪の旅

出
発
日

1/17(月)

添乗員同行
夜×

※昼食は京都駅周辺での自由食となっています。
※禅林寺までは南禅寺駐車場から約８分歩きます。

9

12/15(水) ～ 16 (木)

出
発
日

１５名

食事 朝×

京
都

まんぷくバスツアー

12,800円
最少催行人員

チラシ表示の旅行代金はすべて消
費税込みの料金となっています。

宮津でかにのフルコース♪

８

京
都

★

＝有馬温泉街散策（90分）
＝ロープウェイ（15:10発）
＝六甲ガーデン(20分)
＝芦有道路で紅葉車窓
＝各地(19:30～20:30)

今井町の古い町並み散策の旅

11/29(月)

★ポイント★

旅行代金

添乗員同行

13,800円

最少催行人員 １５名

①江戸時代の名残を残す今井町の古い町並みを散策。
②昼食は今井町もしくは長谷寺周辺での自由食です。
③紅葉と重なる五重塔の姿は絶景です。
④奈良県内屈指の紅葉の名所、談山神社で紅く染まる
3,000本のカエデをご観賞頂けます。
※長谷寺・談山神社の拝観料は旅行代金に含まれています。
※長谷寺・談山神社のバス駐車場からは約７分程歩きます。
※歩きやすい服装・履きなれた靴でご参加ください。
※行程の順番を入れ替えてご案内する場合もあります。

食事

朝×

昼×

夜×

各地(7:00～8:00)
＝今井町 自由食（12０分）
＝長谷寺（80分）
＝談山神社（６０分）
＝各地（18:40～19:45）

※新型コロナウイルスの感染状況次第では昼食場所の変更や自由食になることが有ります。この場
合の食事代金差額分は返金致します。ご了承願います。
※バスの座席は予約順となっております。グループ以外での相席は致しません。

※新型コロナウイルス感染拡大等の状況により昼食場所の変更や有料施設等が中止になることが有ります。その場合に生じた差額分は返金致します。ご了承願います。
※バスの座席は予約順となっております。定員は大型49名乗りの場合、24名前後でグループ以外では相席にならないような席割をさせて頂きます。
※各ツアーのお申し込み人員が最少催行人員に満たない場合は、旅行の実施を取りやめる場合があります。この場合、出発前日より起算して10日目にあたる日より前に連絡
をし、全額払戻し致します。
■ＧＯＴＯトラベル事業は、現段階では具体的なキャンペーンの再開時期や実施の延長期間、割引率などの正式な発表はまだ出されておりません。（9/10 現在）
今後、政府の公式な発表があった場合、適宜旅行代金の割引を適用させていただきます。

【基本乗車コース】
基本コースは白浜～上富田～田辺～みなべ の順番となっています。
また、ルート途中でも交通の妨げにならずバスが停車出来る場所では乗降可能です。

白浜
上富田
田辺
みなべ
印南

①湯崎
②まる公園
③白浜駅
④郵便橋西
⑤朝来駅
⑥田辺駅
⑦大浜（市役所前） ⑧元町エバーグリーン前
⑨芳養駅前
⑩梅ヶ丘
⑪バリューハウス前
⑫高速（印南SA）

※バス停によっては、マイクロバスでお迎えにあがる場合がございます。
※往路･復路や目的地方面により順番が変更になるときがあります。
新型コロナウイルス感染防止に向けた当社の取り組み
当社ではお客様、地域の皆様の健康と安全を第一に考え、お客様に安心し
て旅行をお楽しみいただけるよう安全対策を徹底します。
マイカープランでは感染予防策が確実に実施されている宿泊施設を選定し
ています。
（例）共用エリアの消毒や消毒液の常設、
従業員のマスク着用などが徹底されています。

10月1日（金）から

電話・来店にて受付致します。

〈各地集合時間につきましては、出発日の約２週
間前に 案内状にてお知らせいたします。〉
〈乗車地の変更につきましては、なるべく出発日
お申込み条件：１名様より参加可能(一部除く) の１５日前まで
にご連絡ください。〉

9:30～17:30（日・祝休み）

営業時間：

《バスの座席について》
※予約時に代表者様とお連れ様の以下の項目をお伺
基本的にはお申し込みいただいた順に、
いいたしますのでご準備ください。
前方から席割りをさせていただいておりま
す。前方座席(１～３列目まで）ご希望の方
①氏名 ②生年月日(旅行保険の為) ③住所
は、座席指定も承りますので、ご予約時に
④電話番号(自宅・携帯) ⑤緊急連絡先
お申し付けください。(先着順）

※有料 ＠500円追加となります）

⑥乗車地

⑦お支払い方法 ⑧お食事のアレルギー

リフレッシュプラン２ｎｄについて
このチラシの１～６の商品はすべて、わかやまリフレッシュプラン対象商品となっています。
ご利用にはお客様ご自身で購入した電子チケットもしくは割引後の金額を現金でお支払い頂
く必要があります。詳細は【わかやまリフレッシュプラン販売促進事務局】のホームページ
をご覧ください。
※出発日までに、開始されない場合は適用外の正規料金となります。また、県内の今後の感
染状況により、キャンペーンが中止や中断する場合があります。予めご了承下さい。

個人情報の取扱い
お客様の個人情報は、当該旅行サービスのご案内のみに使用し、それ以外の目的で使用することはございません。またお客様の同意なしに第三者にお伝えする事はありません.
■食事回数／ 各ツアーごとの詳細をご覧ください。■添乗員／同行します。■バスガイド／乗務致しません ■利用車種／大型バス、又は中型バス・小型バスを使用致します。座席は基本的に申し込み順となりますが前方･後方を希望される場合は事前にご相談
下さい。（ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。）又、奇数名で申込みの場合は相席となる場合がございます。 ■お出迎えプラン／方面別の運行を致しますので他の参加者様と同車輌を使用いたします。 ■最少催行人員／20名様
（人数に満たない場合は催行を中止いたします） ■この旅行は日の丸観光バス株式会社（和歌山県知事登録旅行業第2－290号）が企画する旅行を有限会社ヒトミ観光バス（和歌山県知事登録旅行業者代理業第45号）が販売しています。この旅行に参加される
お客様は当社と募集型企画旅行契約（旅行契約）を締結する事となります。又、ご旅行条件は申し込み時にお渡しするご旅行条件書及び当社旅行業約款によります。
■最終日程表／原則、1週間前までにお渡しさせて頂きますがお申込みが旅行開始日の8日
前に当たる日以降の場合、旅行当日にお渡しする場合があります。 ■旅行契約／当社が申込書と旅行代金を受領した時に成立致します。 ■旅行代金に含まれるもの／コース内容に明示した交通費・食事代金・入場料 ■特別補償／当社の旅行業約款の特
別補償規定で定めるところにより、一定の損害について補償金･見舞金をお支払いします。ご心配な方は最寄りの保険代理店にて任意保険をご加入下さい。 ■キャンセル料／旅行開始日の前日より起算して10日目に当たる日以降の解除＝旅行代金の20％／7
日目に当たる日以降の解除＝旅行代金の30％／ 旅行開始日の前日の解除＝旅行代金の40％／ 旅行開始日当日の解除＝旅行代金の50％／ 旅行開始後、無連絡の解除＝旅行代金の100％ ■未成年者のみでご参加の場合は保護者の同意書が必要です。
■免責事項／天災事変などの不可抗力の事由により生じた障害、お客様の法令又は、公序良俗に反する行為により生じた損害、また見学施設・食事施設などによる当社以外の責によって生じた損害。 ■個人情報／お客様から頂いた個人情報は当社からの旅
行案内・連絡に利用させて頂く以外には使用しません。

たび丸ツアー南紀代理店
〒646-0061 和歌山県田辺市上の山1丁目664-3

【企画】

日の丸観光バス株式会社

和歌山県知事登録旅行業第2-290号国土交通大臣指定

【販売】 和歌山県知事登録旅行業者代理業 第45号

旅行業務取扱管理者 角 大吾

社団法人全国旅行業協会会員

ツアー運行バス会社（有)ヒトミ観光バス

