
※写真はすべて
　イメージです。名古屋 052-300-0044「ロイヤル・グランステージ四季の華」専用電話番号お問い合わせ・

お申し込み
電話
受付

月～金 9：15～17：30
　土　 9：15～13：00
（日・祝日は休業）

●9月以降出発（予定）の旅行に関しては、地域共通クーポンが付与されます。付与開始日が確定次第、弊社ホームページ等でお知らせいたします。●東京都居住の方はGoToトラベル事業の支援対象外となり、支援金・地域共通クーポンは適用されません。支援金適用前の旅行代金がお支払い額となります。（地域共通クーポン券の配布もご
ざいません。予めご了承ください。）最新情報は、弊社ホームページやコールセンター等にてご確認ください。令和2年7月22日現在●支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。弊社はお客様に代わって支援金を受領（代理受領）いたしますので、お客様には、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」
をお支払いいただきます。なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準とした所定の取消料を申し受けます。お客様におかれましては、弊社による代理受領についてご了承の上、お申し込みください。●ご旅行で利用する宿泊施設が、GoToトラベル支援事業の登録を取り消された場合、ご旅行終了後であっても、支援の対象外となる場合があります。

コース番号
H8811-000

　   オールインクルーシブの小規模旅館おこもり旅
和倉温泉「加賀屋別邸 松乃碧」連泊 3日間

19名以下限定の少人数の旅

　    大正浪漫　の宿　上林温泉｢上林ホテル 仙壽閣」と
神秘的
　な　戸隠と葛飾北斎ゆかりの小布施 3日間

19名以下限定の少人数の旅

2　      憧れの「志摩観光ホテル」と伊勢神宮内宮 日間

ファーストクラスの乗り心地

上高地ルミエスタで
洋食ランチ 
日帰り

上高地山岳リゾート 上高地

クラブツーリズムの最上級国内旅行
厳選した旅館・ホテルにご宿泊
弊社最上級Sランク指定の旅館・ホテルを利用します。
※Sランク以外でも特色があり評価が高い施設を利用する場合もあります。

厳
弊

お帰りの手荷物宅配サービス
おひとり様おひとつ。25㎏まで。※日帰りツアーを除きます。
お
お

経験豊かなTD（添乗員）と
バスガイドがご案内します
またはロイヤル・グランステージ専属スタッフがご案内します。
※バスガイドは一部コースにより例外があります。

経
バ

出発前にTD（添乗員）より代表者宅へ
電話によるご挨拶
出
電
落ち着きある大人のための旅
未成年の方のご参加はご遠慮いただいております。
落
未

ゆとりの行程でご案内
宿泊施設へは、16時30分までの到着、朝は9時以降の出発です。
※祭りなどのイベント、夜および朝の自然観賞、
　宿泊施設外でのお食事などの場合を除きます。

ゆ
宿

最大28名様まで、少人数での快適な旅
募集人数はバス1台につき28名様まで。12名様よりツアー催行します。
最
募

往復の列車はグリーン車・禁煙席を利用
座席も広く快適な列車の旅をお楽しみください。名古屋発着の列車は時間指定です。
※東北・秋田・山形・上越・長野・北陸・九州新幹線、在来線特急は一部例外があります。

往
座

クラブツーリズム最上級バス

ロイヤルクルーザー
　　　四季の華 碧号
ロイヤルクルーザー
　　　四季の華 碧号

未成年の方のご参加は
ご遠慮いただいております。

ロイヤル・グランステージ 四季の華のお約束

7つのおもてなし
眺望のよい大きな窓と広々ゆとりのバス座席
安心のトイレ付バス
バス車内ではコーヒーやお茶とお菓子のカフェタイム
※接触感染防止のため、当面の間中止とさせていただきます

傘やひざ掛けの貸出サービス
※ひざ掛けの貸出は感染防止対策の為当面の間控えさせていただきます

スリッパやおしぼりをご用意 
帰路は個人用イヤホンで優雅に音楽を
乗務員（バスガイド）がご案内します
※一部コースでは現地の専門ガイドとなります
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ロイヤルクルーザー　東海 検索

四季の華　東海 検索

  奈良の 
老舗料亭菊水楼での昼餐と
春日大社 日帰り

ファーストクラスの乗り心地

お申込みはインターネットが便利！▶

お申込みはインターネットが便利！▶

英虞湾を望む
絶景リゾート 志摩観光ホテル志摩観光ホテル

と

英虞湾を望
絶景リゾー

ご宿泊 賢島

1

2
賢島（10：00出発）＝○大王埼灯台（白亜の灯台／約30分）＝海女小屋体験
施設さとうみ庵（新鮮な魚介類の炉辺焼きの昼食）＝○二見興玉神社（夫婦
岩の見学／約40分）＝名古屋駅（18：30予定）

名古屋駅（8：30発）＝伊勢（【10/5発以外】伊勢戸田家 料唵 【10/5発】割烹
大喜にて和食の昼食）＝○伊勢神宮・内宮（自由参拝／おかげ横丁散策／約
120分）＝賢島・志摩観光ホテル（泊） ※16：00の宿到着予定 tyz

xyt

=同行 312名 82名 f同乗 9不可 busc名阪近鉄バスまたは三重交通

※換気機能が付いたバスがない島しょ部や中小型車両利用の場合を除きます。

※バス車内でのお弁当等の提供も控えてございます。

※尚、ご参加のお客様へはツアー中のマスク着用、健康チェックシートのご提出などのご協力をお願いし
ております。詳しくは各ツアーごとのご旅行条件をご確認ください。

伊勢神宮・内宮

宇治橋 内宮

松乃碧エントランス美術館

英虞湾を望む高台に立ち、
２０１６年Ｇ７伊勢志摩サミッ
トの会場となった格式高い
ホテル。ホテル伝統の「海
の幸フランス料理」に舌鼓
を。宿泊は「ザクラシック」
または「ザベイスイート」を
お選びいただけます。

コース番号：H8843
ザ クラシック／客室一例

コース番号：H8844
ザ ベイスイート／客室一例

料理（イメージ）

コース番号：H8843 ラ・メール ザ クラシック

外観

倉温
ご宿泊  和倉温泉        
能登島と七尾西湾を望む海の温泉宿

前田家ゆかりの茶室のある庭園や、
輪島塗、九谷焼、加賀友禅、金箔な
ど加賀の伝統美で統一された館内
はさながら美術館。上質なおもてな
しで最上級の寛ぎを。

加賀屋別邸 松乃碧

の
2日目  上林温泉        

和洋融合した大正浪漫の宿

上林ホテル 仙壽閣

料理（イメージ）

コース番号
H8811-000

ラウンジ

露天風呂

館内

露天風呂

松乃碧・庭園

フロントロビー

客室一例

ロロロロ
　

四季

テーマのある旅

はさな
しで最お参り 

の旅

人生を
豊かにする
ひと味違った
旅へ

特選

2020年8月20日発行／旅行設定期間2020年9月～2021年3月

趣味やこだわりと旅が合体したツアーをご用意。
講師やガイド同行もあるので、
趣味を深めたい方、これから始めたい方にもおすすめ。

僧侶や現地の詳細を知る
公認先達など同行で、初めての方も安心。
四国八十八ヶ所をはじめ、
百観音めぐりや霊場めぐり、
ご朱印めぐりなど多数ご用意。

気軽に楽しめるウォーキングから
あこがれの名山登山まで、
初心者でも上級者でも

安心してご参加いただける、
レベルに応じた歩く旅をご用意。

家ゆ家ゆ
塗、

和倉
ご宿泊 ご宿泊

島と

賀の

賀屋

ご宿泊

能登島

前田家前田家
輪島塗
ど加賀

加賀

ゆとりをもった行程と珠玉の宿に憩い、
大人のための旅をお楽しみいただく

最上級国内旅行ブランド。

®

ツアーはバス1台につき19名様上限。
バス座席の窓側の席のみ利用、また
は1台につき30名様上限。
バス座席は他グループのお客様と相
席なしとし、お客様との間の距離を
確保いたします。

換気機能完備の観光バスを利用。
車内換気に配慮します。更に1時
間～1時間半おき（※）に休憩時間
を確保し、十分な空気の入れ替え
を行います。

お食事会場では、グループ様
毎のお座席間隔を、十分に
確保いたします。

宿泊施設、立ち寄り施設は、弊社にて
感染防止対策状況等を十分に確認の
上選定しております。

  3密（密集・密閉・密接）を避け、
安心してご参加いただくための
クラブツーリズムの
新しい旅の形のお約束

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象 GoTo

トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

※現地で利用できるクーポンは、9月以降に実施予定です。 令和2年7月22日現在

キャンペーン旅行代金割引イメージ

クラブツーリズムのGoToTravel キャンペーン！

旅行代金の1／2相当分（1人一泊あたり最大2万円、日帰り旅行1万円）の
クーポンや割引が付与されます。補助額の内、約70％が旅行代金の割引に
あてられ、残りの30％が現地で利用できるクーポン券に割り当てられます。
例：旅行代金が2万円の場合、補助額となる1万円のうち旅行代金の割引が7,000円、
現地で利用できるクーポン3,000円となり旅行代金の支払い額は1万3,000円となります。

本誌に
載っていない
コースもまだまだ
あります！

本誌に

感染予防の
為の基本対策に
基づいた
新基準ツアー

本誌に

に 新しい旅の
エチケットで
お互いに楽しく

菊水楼・外観

大きな岩と竹の打たせ湯で作
られた野趣ある造りが特徴の
露天風呂が魅力。地産地消に
こだわった北信濃の食材を無
添加で味わえます。

館内では輪島
塗や九谷焼な
どの美しい地
元工芸品の鑑
賞もお楽しみ
いただけます。

コース番号 Ｈ8942-C48

日
帰
り
名古屋駅（8：10出発）＝○上高地（…上高地ルミエスタホテルで洋食の昼食。河童橋周辺など自由散策
／昼食含み約180分）＝名古屋駅（19：10予定）　 tyt

=同行 312名 81名 f同乗 busc名阪近鉄バスまたは三重交通
32,000円 7,000円 25,000円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

■L17・18・23・28・30日 ■Z8・9・14・19・21・23・24・25日出発日

1

3
和倉温泉（10:00出発）＝◎金沢・金沢21世紀美術館（解放感のある現
代美術館／約90分）＝金沢ニューグランドホテル（昼食）＝金沢T特急
「しらさぎ」12号@グリーン車T名古屋（17：49着）

名古屋（9：48発）T特急「しらさぎ」5号@グリーン車T金沢T特急「サ
ンダーバード」15号・指定席T和倉温泉＝〈ホテル無料送迎バス〉＝和倉
温泉・加賀屋別邸 松乃碧(泊） ※14:30到着予定 ttz

xyt

2

和倉温泉(終日自由行動）・和倉温泉・加賀屋別邸松乃碧（連泊）※Fツアー
／ひとり15,000円／最少催行人員6名【和倉温泉（9：30出発）＝◎輪島
（朝市やキリコ会館を見物／約90分)＝輪島・ラトリエト・ドゥ･ノト（洋食の昼
食）…輪島塗会館（輪島塗の歴史民族資料館を保有する日本随一の資料
館／約40分)＝和倉温泉・加賀屋別邸 松乃碧 ※15:30到着予定】

=同行 312名 82名 f一部同乗 9不可 busc北日本観光自動車同等

xtz

コース番号 RG613-C48

178,000円 28,000円 150,000円 12,000円
旅行代金（おひとり）

2名1室

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■X8・16・29日 ■C3・10・14・20日出発日

1

3
上林温泉（10:00出発)＝○小布施（葛飾北斎ゆかりの地を自由散
策／約60分）＝長野・ホテル国際21（洋食の昼食）＝長野T特急「ワ
イドビューしなの」18号@グリーン車T名古屋（18：05着）

名古屋（11：00発）T特急「ワイドビューしなの」9号@グリーン車T
長野…長野・メトロポリタン長野（泊） ※14:00到着予定。各自善光
寺や東山魁夷美術館などお楽しみください ttz

xyt

2
長野（10:00出発)＝◎須坂・豪商の館田中本家博物館（博物館と庭園
を見学／約60分)＝戸隠(名物そばの昼食)＝○戸隠 中社（参拝／約
40分)＝上林温泉・上林ホテル仙壽閣（泊） ※15:30到着予定

=同行 312名 81名 f一部同乗 9不可 busc長野観光バス同等

xyz

コース番号 RG584-C48

108,000円 28,000円 80,000円 12,000円
旅行代金（おひとり）

2～3名1室

133,000円 28,000円 105,000円 12,000円1名1室

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■X7・8・10・15・17・18・24・25日出発日

104,000円 14,000円 90,000円 6,000円
旅行代金（おひとり）

3名1室

106,000円 14,000円 92,000円 6,000円2名1室

108,000円 14,000円 94,000円 6,000円3名1室

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

■Z1・③・5・11・13日 ■X4・⑦日 ■C⑲・21日出発日

Ｈ8843-C48 ザ クラシック

136,000円 14,000円 122,000円 6,000円
旅行代金（おひとり）

2名1室

146,000円 14,000円 132,000円 6,000円2名1室

部屋別

無印

110,000円 14,000円 96,000円 6,000円2名1室
○印

無印

○印

支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
Ｈ8844-C48 ザ ベイスイート

コース番号

コース番号

料理（イメージ）

菊水楼・料理
（イメージ）

コース番号 Ｈ8947-C48

日
帰
り

名古屋駅（8：20出発）＝菊水楼（奈良の老舗料亭で和食の
昼食）＝○春日大社（朱塗りの社殿。自由参拝／約40分）＝
名古屋駅（17：00予定） tyt

=同行 312名 81名 f同乗 busc名阪近鉄バスまたは三重交通
32,000円 7,000円 25,000円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

■Z1・2・3・4・5・19・29・30日出発日

長野市
からの
助成金で
実現

天照大御神を祀る皇大神宮（内宮）の参拝とおかげ横丁を
ご自由に散策出来ます。

ロイヤルクルーザー四季の華 ロイヤルクルーザー四季の華

ロイヤルクルーザー四季の華

クラツー go to

為の基本
基づ
新新基準新基準新基準

ーリズムのGoToToTToT Travel キャンペーン！Travel キャTTravelT avel キャンペーン！

予防防の 新しい旅旅の感染予

おすすめツアーをご紹介。
旅して日本を盛り上げよう！

国の観光支援
により実現した

※対象外コースもございます。



注意事項 ※歩行時間・標高差は目安となります。例えばこれらが初級の範囲内でもルートの難易度などにより中級でご案内する場合もあります。※歩行時間は登山地図・ガイドブックやガイドの情報、過去のツアーの記録などを勘案した標準
的な時間です。天候やルートの状況・混雑度、ツアー参加者の体力や技量などにより大幅にずれる場合もあります。※歩行時間には休憩時間や他登山者とのすれ違い待ちなどの時間は含みません。実際の行動時間にはこれらが加わります。

●宿泊施設の基準をつくり、「弊社独自調査」と「お
客様ツアーアンケート」にもとづいて宿泊施設の設備
を弊社独自の基準で［S・A・B・C］に分類しています。
（Sがもっとも良い）。詳しくは弊社ホームページをご覧
ください。※行程内の【S】【A】【B】【C】も同様にランク
を示しています。●「おもてなしの宿」とは、実際に宿泊
されたお客様からのツアーアンケート（おもてなし評点）
をもとに認定した「おもてなし満足度」の高い宿です。

●２０２０年５月２０日乗車分から、東海道・山陽・九州新幹線に３辺の合計が１６０㎝を
超える荷物（以下、「特大荷物」）を車内に持ち込む場合は、事前に特大荷物スペース
つき座席の予約が必要ですので、旅行申込時にお申し出ください（予約料は無料です
が、席数には限りがあります）。また、予約できた場合でも、他のお客様と号車・座席が
離れることがあります。なお、３辺の合計が２５０㎝を超える荷物はお持ち込みいただけま
せん。事前予約せずに「特大荷物」をお持ち込みされた場合、車内で手数料（１，０００
円・税込）をお支払いいただく必要がありますので、なるべく荷物は小分けにしていただ
くようお願いいたします。ご不明な点は、弊社予約センターにお問い合わせください。

=（ツアーディレクター［添乗員］）  8（最少受付人員）  3（最
少催行人員）  f（バスガイド）  9（相部屋） busc（利用バ
ス会社） F（オプショナルツアー） ＝C（バスまたはタクシー） 
T（JR） S（JR以外の私鉄）Z（トロッコ） Y（ケーブルカー） 
Q（ロープウェイまたはリフト） RG（水上交通） B（航空機） 
…（徒歩または自由行動） x（朝食） y（昼食） z（夕食） u
（弁当） s（夜食） n（部屋食） o（軽食） t（なし） ◎（入場
観光） ○（下車観光） △（車窓観光）

お問い合わせ FAX 24時間受付

管理番号：00104
2020年8月20日発行

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-3-21 セントライズ栄
［総合旅行業務取扱管理者 鷲澤 弘行］　観光庁長官登録旅行業第1693号

旅行企画・実施

●天候・交通事情などにより、時間・場所などを変更することがあります。●旅行
サービスの内容、発着時間については、2020年7月1日を基準としています。
●詳しい旅行内容を記載した書面（パンフレット）を送付いたしますので、事前
にご確認のうえお申し込みください。●旅行代金には消費税等諸税が含まれ
ています。※全ての自然現象、植物は諸条件によりご覧いただけない場合があ
ります。※見頃は前後する場合があります。※写真はすべてイメージとなります。

総合旅行業務取扱管理者は、お客様
の旅行を取り扱う営業所での取引に
関する責任者です。この旅行契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点
があれば、ご遠慮なく右記の総合旅行
業務取扱管理者におたずねください。

ハイキング 登山ウォーキング
ウォーキングレベル

歩行時間

難易度の目安

標高差（1日） ほぼ平坦

ほぼ平坦に近い舗装
路。スニーカーOK。

ほぼ平坦な道。初めて
のハイキングに最適。

登り下りがある経験者向
け・軽登山コースを含む。

登山に比べ平坦
なコース。

ハイク入門
100m未満

ハイク初級
100m以上

ハイク中級
300m未満

登山入門 登山初級 登山中級A

5時間以内 3時間以内 2～5時間程度 5時間以上

500m以内

4時間以内

500m以上700m未満

4～5時間以上

700m以上

6時間以上
はじめての登山、登山をお休
みしていた方に最適なコース。

登山入門より歩行時間や標高差が増えます。体
力維持や中級へのステップアップにも最適です。

本格的な登山コースです。登山入門・初級コー
スを経験してからのご参加をお願いします。

●お客様へ／ツアー
出発日から起算して5
営業日前（土・日・祝
日は除く）を過ぎたお
申し込みのお支払い
方法は、カード決済
のみ承ります。あらか
じめご了承ください。

マ
ー
ク
の
見
方

名古屋テーマ旅行センター

052（300）0011 052（263）0085名古屋

【ツアーお申し込み時のお願い】歩行や視聴覚などがご不自由な方、動物アレルギーのある方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別な配慮を必要とする方は、お申し込みの際に必ずお申し出ください。
※ツアーのお申込時に、ご同行者のお名前・住所・電話番号・生年月日をお伺いいたします。詳しくはご予約の際にご案内します。 

クラブツーリズム バス会社一覧ツアーを運行するバス会社の指定がないコースにつきましては、弊社ホームページの「利用バス
会社一覧」に記載されているバス会社を利用します。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。運行バス会社のご案内 バス会社の確認はwebで

電話受付時間（日・祝は休業）
月～金 9：15～17：30
　土　 9：15～13：00

※写真はすべてイメージです。●9月以降出発（予定）の旅行に関しては、地域共通クーポンが付与されます。付与開始日が確定次第、弊社ホームページ等でお知らせいたします。●東京都居住の方はGoToトラベル事業の支援対象外となり、支援金・地域共通クーポンは適用されません。支援金適用前の旅行代金がお支払い額となります。（地域共通クーポン券の配布もございません。予めご了承ください。）最新情報は、弊社ホームページやコールセンター等にてご確認ください。令和2年7月22日現在
●支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。弊社はお客様に代わって支援金を受領（代理受領）いたしますので、お客様には、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準とした所定の取消料を申し受けます。お客様におかれましては、弊社による代理受領についてご了承の上、お申し込みください。●ご旅行で利用する宿泊施設が、GoToトラベル支援事業の登録を取り消された場合、ご旅行終了後であっても、支援の対象外となる場合があります。

コース番号 F0018-C48

日
帰
り

名古屋駅（8:30発）＝百楽荘（約１万坪の広大な庭に囲まれた料亭
で昼食）＝◎旧佐伯邸（昭和40年に建てられた、故･佐伯勇 近鉄名
誉会長の通常非公開の邸宅を解説付見学）…◎松伯美術館（展覧
会自由鑑賞）＝名古屋駅（19:00予定） tyt

=同行 315名 81名 fなし busc帝産観光バスまたは名鉄観光バス同等

20,000円
旅行代金（おひとり） 支援金出発日

023・27日
Q13・19日

7,000円
お支払い実額 地域共通クーポン

13,000円 3,000円

多彩な趣味に特化した、知的好奇心を満たす旅テーマのある旅®

クラブツーリズム　あるく名古屋 検索

日
帰
り

名古屋駅（7：20発）＝○奥上高地ハイキング（モデルコース／上高地バスターミナル…河童橋…
明神…徳沢…[往路戻り]…上高地バスターミナル）＝名古屋駅（20：10予定）
■歩行:約14km、約4時間30分（モデルコース）　 ttt

=同行 325名 81名 fなし busc帝産観光バス同等

コース番号 78600-C48

                      　世界遺産・屋久島フルコース
白谷雲水峡と縄文杉のWスポットへ 4日間

屋久島ハイキングと言えばこれ！ 4日間の充実コース屋久島島内1周観光ハイライト付 

日帰りで気軽に行く
紅葉の奥上高地 日帰り

たっぷり滞在したい方へおすすめ！4時間30分滞在

1

2 高松または塩江温泉＝f～w＝善通寺・t善通寺（宿坊泊）または坂出・坂出プラザホテル （泊）

名古屋(7:20～8:00発）T新幹線「ひかり」号T岡山T特急しおかぜ（指定席）＝
宇多津＝k（発願）＝j～g（Qケーブルカー利用）＝高松・高松東急REIホテル
または塩江温泉・新樺川観光ホテル（泊） ※高松東急REIホテル（泊）は2名1室
となります ttz

xtz

3 善通寺または坂出＝q～N（Qロープウェイ利用）＝B～X＝今治・しこくやまたは汐の丸または今治国際ホテル（泊） xtz

4 今治＝Z～A（宝物館「玉の石」拝観）＝P＝奥道後温泉・奥道後・壱湯の守または松山・ホテルたいよう農園二番町（泊） xtz

5
奥道後温泉または松山＝O＝I＝札始大師堂（納札発祥の地）＝【別格9番】文
殊院（衛門三郎邸宅跡）＝八塚（一番塚を参拝）＝U～Q＝宇和島・宇和島グラン
ドホテル（泊） xtz

6 宇和島＝0～4＝高知・土佐御苑またはオリエントホテル高知または三翠園（泊） xtz

7
高知＝3～F＝御厨人窟（空海修行の地／車窓）＝室戸・ホテル明星または岬観
光ホテルまたは宍喰温泉・HOTEL RIVIERAししくいまたは海部・ふれあいの宿 
遊遊NASA（泊） xtz

8
室戸または宍喰温泉または海部＝D～A（Qロープウェイ利用）＝P～E＝徳
島・ホテルサンシャイン徳島またはスマイルホテル徳島または徳島グランヴィ
リオホテル（泊） ※2名1室となります xtz

9
徳島＝杖杉庵（衛門三郎最期の地）＝W～1（結願）＝徳島・ホテルサンシャイン
徳島またはスマイルホテル徳島または徳島グランヴィリオホテル（泊）
※2名1室となります xtz

10 徳島＝徳島港R和歌山港＝慈尊院（弘法大師御母の寺）＝高野山奥之院（満願報告）＝高野山・天徳院または同等クラス（宿坊泊） xtz

11
高野山＝壇上伽藍（根本大塔と金堂内拝）…金剛峯寺（高野山真言宗総本山）＝
天徳院（真言宗の瞑想法「阿字観」体験）＝名古屋（18:00予定） ※高野山奥の
院は金剛峯寺公認案内人がご案内 xtt

=同行 33名 81名 fなし 9不可 busc琴参タクシー

クラブツーリズム　逆打ち四国 検索

ジャンボタクシー全2回プラン
前半：コース番号75801（5泊6日）、
後半：コース番号75802（5泊6日）は
資料をご請求いただくかWEBで！

I（アイ）75800-C48
資料請求番号

9月5・11・26日、10月3日開催日

10:30～11:30時間

セントライズ栄4階会場

I（アイ）75904-C48
資料請求番号

参加無料 要事前予約

81名 33名

逆打ち四国
八十八ヶ所説明会

「お参りの旅」パンフレット無料進呈

まずは説明会へご参加ください!

ジャンボタクシーで一度に巡る

四国八十八ヶ所と高野山 11日間
ジャンボタクシ で 度に巡るるジ ンボ クシ で 度に巡るるク 度ク 度2020年

4年に1度
うるう年限定！

2020年
4年に1度
うるう年限定！

2020年
4年に1度
うるう年限定！ 逆打ち

1霊山寺　2極楽寺　3金泉寺　4大日寺　5地蔵寺　6安楽寺　7十楽寺　
8熊谷寺　9法輪寺　0切幡寺　Q藤井寺　W焼山寺　E大日寺　R常楽寺　
T国分寺　Y観音寺　U井戸寺　I恩山寺　O立江寺　P鶴林寺　A太龍寺　
S平等寺　D薬王寺　F最御崎寺　G津照寺　H金剛頂寺　J神峯寺
K大日寺　L国分寺　;善楽寺　'竹林寺　2禅師峰寺　3雪蹊寺　4種間寺
5清瀧寺　6青龍寺　7岩本寺　8金剛福寺　9延光寺　0観自在寺
Q龍光寺　W佛木寺　E明石寺　R大寶寺　T岩屋寺　Y浄瑠璃寺　U八坂寺
I西林寺　O浄土寺　P繁多寺　A石手寺　S太山寺　D圓明寺　F延命寺　
G南光坊　H泰山寺　J栄福寺　K仙遊寺　L国分寺　;横峰寺　Z香園寺　
X寶寿寺　C吉祥寺　V前神寺　B三角寺　N雲邊寺　M大興寺　,神恵院
.観音寺　/本山寺　q弥谷寺　w曼荼羅寺　e出釈迦寺　r甲山寺
t善通寺　y金倉　u道隆寺　i郷照寺　o天皇寺　p国分寺　a白峯寺
s根香寺　d一宮寺　f屋島寺　g八栗寺　h志度寺　j長尾寺　k大窪寺

四
国
八
十
八
ヶ
所
札
所一覧

弊社スタッフが
ご朱印代行！
お参りに専念して
いただけます

弊社スタッフが
ご朱印代行！
お参りに専念して
いただけます

逆打ちは順打ちに比べ

最終日は高野山お礼
参り！

最終日は高野山お礼
参り！

1

2 宮之浦＝◯荒川林道終点・荒川登山口（600ｍ）…小杉谷事業所跡…楠川分かれ…大株歩道入口…ウィルソン株…大王杉…夫婦杉…◯縄文杉（1,280ｍ）…（往路下山）…荒川登山口＝宮之浦・民宿たけすぎまたはやくすぎ荘または同等クラス（泊） ■歩行:約22km、11時間 

中部（8：00～11：00発）B鹿児島＝鹿児島港R〈高速船トッピー〉R宮之浦港＝宮之浦・民宿たけすぎまたはやくすぎ荘または同等クラス（泊） ttz

uuz

3 宮之浦＝◯白谷雲水峡を堪能するハイキング（「苔むす森」や「太鼓岩」の神秘的な太古の森をガイドとともにめぐります）＝屋久島町歴史民族博物館(見学)＝小瀬田・縄文の宿まんてん【B】（泊） ■歩行:約8km、5時間30分  xuz

4
小瀬田＝トローキの滝＝◯千尋の滝(屋久島三名瀑)＝中間ガジュマル＝△栗生海水浴場（車窓）＝◯大川（おおこ）の滝(日本の滝100選)＝
西部林道（車窓）＝永田灯台＝◯永田いなか浜（日本一のウメガメ産卵地で有名・美しい砂浜）＝志戸子ガジュマル園＝屋久島観光センター
＝屋久島B鹿児島B中部（18:00～22：10着）   xtt

=同行 38名 81名 fなし 9可 busc鹿児島交通またはまつばんだ交通同等

❶３泊４日の日程で屋久島を堪能。屋久島10回
以上来島の企画担当者がお勧めスポットへ
❷屋久島と言えば！白谷雲水峡・縄文杉！共に現
地ガイドが同行。もちろん全行程添乗員同行　
❸映画題材のあの森「白谷雲水峡」と樹齢7200
年とも言われる縄文杉へ　❹クラブツーリズム名
古屋企画で「縄文杉」へ行けるツアーは当ツアー
だけ！　❺屋久島の心温かい民宿と数少ない人
気の温泉宿に2ヶ所宿泊！　❻ツアー4日目、せっ
かく行ったらやっぱり観光も！島内1周。屋久島ハ
イライトいいとこどり観光つき

旅のポイント旅のポイント旅のポイント

縄文杉

白谷雲水峡白谷雲水峡白谷雲水峡

※上記のコースは当パンフレットからはお申し込みできません。
ホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。

コース番号 78596-C48
奥上高地 約28時間滞在
氷壁の宿・徳澤園に宿泊こちらの

コースも
おすすめ 

こちらの
コースも
おすすめ 

こちらの
コースも
おすすめ 

上高地のカラマツ
※紅葉の見頃：例年10月上旬～下旬。見頃は前後する場合があります。※紅葉の見頃：例年10月上旬～下旬。見頃は前後する場合があります。※紅葉の見頃：例年10月上旬～下旬。見頃は前後する場合があります。

徳澤園徳澤園徳澤園

れ！4日間の充実コ ス屋久島島内1周観光ハイライト付 た ぷり滞在したい方へおすすめ！4時間30分滞在

気軽に歩き旅…始めてみませんか？
クラブツーリズム 音楽 検索

クラシックやオペラなど優雅
なひとときをお過ごしいただ
く旅へご案内。

音楽鑑賞

クラブツーリズム 歴史 検索

歴史講師との史跡巡りや深
く追求するシリーズ旅など歴
史を訪ねる旅をご案内。

歴史・古代史

クラブツーリズム 美食探訪 検索

気軽に楽しむ現地集合のお
食事会から宿泊ツアーまで
「食」にこだわる旅をご案内。

美食探訪

クラブツーリズム フォト 検索

個性豊かな講師陣が初心者
から撮影慣れした方まで撮
影のコツをレクチャー。

写真撮影

クラブツーリズム 花めぐり 検索

日本全国のガーデンや個人
邸の庭をめぐる旅など、多数
ご紹介。

花めぐり

クラブツーリズム 名城 検索

史跡や山城、平城まで名城
をめぐる歴史ロマンあふれる
旅をご案内。

名城めぐり

クラブツーリズム 美術 検索

貸切鑑賞や話題の企画展
など美術館に行くことを目的
としゆったりと鑑賞できます。

美術・芸術

クラブツーリズム 神社仏閣 検索

御開帳や国宝・美仏・名刹
など定番スポットまで多種多
様な旅をご案内。

神社・仏閣

完全予約制の料亭百楽荘でご昼食
通常    
非公開旧佐伯邸（村野藤吾氏設計）と松伯美術館

企画展
上村松園・上村松篁・上村松松園・上村松松篁・上村松村松園・上園園 村松村松篁篁・
上上村淳村淳之展之展

魂の継承承～受け継がれる心～
10月3日～11月29日

福知山光秀ミュージアムへご案内

光秀が築城した「福知山城」
京都・明智光秀ゆかりの地へ

日
帰
り

往復観光特急「しまかぜ」利用

伊勢海老･あわび･松阪牛に舌鼓
相差温泉「浜の雅亭 一井」

日
帰
り

お品書き
前菜、 酢の物、 小鉢、 茶碗蒸し、 天ぷ
ら、伊勢海老の姿造り、 お刺身盛り合わ
せ、 鮑の踊り焼き、 松阪牛のしゃぶしゃ
ぶ、 釜飯、 お吸い物、 香物、 フルーツ

料理（イメージ）料理（イメージ）料理（イメージ）

※日本の滝100選は、環境庁等による選定。

様々な作品を学ぶことができます美術館講座
L6日（日）13日（日）開催日 セントライズ栄4階会場 ※詳しくはwebを

　ご確認ください

バス乗車
人数は
30名限定
バス乗車
人数は
30名限定
バス乗車
人数は
30名限定

各班最大
16名限定
各班最大
16名限定
各班最大
16名限定

※日本100名城／続日本100名城は財団法人日本城郭協会選定。※日本100名城／続日本100名城は財団法人日本城郭協会選定。

事前予約制

上
村
松
園「
楊
貴
妃
」大
正
11
年

（
1
9
2
2
）松
伯
美
術
館
蔵

しまかぜ（イメージ）しまかぜ（イメージ）しまかぜ（イメージ）

おかげ様で
「あるく」ブランド

創立27周年

現地ガイド同行

秋から始める登山教室
イチから山登り　2020年秋～2021年夏生大募集！

世界の食卓めぐり 日帰り

I（アイ）F0770-C48 10：00～12：00午前の部

8月22日・29日、9月12日開催日

I（アイ）F0771-C48 14：00～16：00　午後の部セントライズ栄会場

来たらわかる！ まずは 無料説明会へ
山へ旅しよう
～山歩きのイロハ～

「初めて山に登るけど何を準備したら良いの？」「久しぶりに登山をして
みたいけれど、ひとりでは不安」…そんなあなたのための学べる登山
ツアー（登山教室）を開講します。月1回のテーマを設けた登山ツアー
で体力・知識を身につけ、徐々にステップアップ！来年には本格的な日
本アルプス登山に挑戦します。あこがれの山を一緒にめざしましょう！

クラブツーリズム 秋から登山 検索 ※2015年10月～2020年3月※2015年10月～2020年3月※2015年10月～2020年3月

9,7009,7009,700名の名の名の約約
参加実績参加実績参加実績

秋
イチ

始めよう
ヤマノボリ

月に一度の
趣味として
月に一度の
趣味として

健康や
体力維持のために

健康や
体力維持のために

山の
仲間作りに
山の

仲間作りに

登山の知識を
増やすため
登山の知識を
増やすため

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

22,000円 7,000円

15,000円 3,000円

旅行代金（おひとり） 支援金

お支払い実額 地域共通クーポン

出発日

L23日    
012・
14日
Q1・7・
16・27日

日
帰
り

近鉄名古屋（9:30～10:30発）S〈近鉄観光特急しまかぜ〉S近鉄四日市S鳥羽＝〈ホテル無料送迎バス〉＝相差（おおさ
つ）温泉・浜の雅亭一井（伊勢海老・あわび・松阪牛の三大味覚プランの昼食と温泉入浴）＝〈ホテル無料送迎バス〉＝鳥羽
S〈近鉄観光特急しまかぜ〉S近鉄四日市S近鉄名古屋（17：30～18:30着） tyt

=同行 315名 81名 

コース番号 H8038-C48

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

浅井武講師またはkana（園田加奈）講師同行

撮影ガイド同行でカメラを楽しもう！
真っ赤な紅葉の絨毯 鶏足寺と湖東三山の西明寺

鶏足寺の紅葉（イメージ）鶏足寺の紅葉（イメージ）鶏足寺の紅葉（イメージ）

GoTo
トラベル事業
支援対象

 ※本商品は高知観光リカバリーキャンペーン事業により5,000円の助成金が含まれます。

（イメージ）

2 高松まラザホ

となり

3 善通寺たは汐

4 今治＝は松山

5
奥道後
殊院（
ドホテ

6 宇和島園（泊

高知＝まずは説明会へご参加ください!

べ比べ比べ

礼参りり！礼参 ！！！参り！り礼参り！

イメージ）（イメージ）

1納札（200枚）
※複写式（裏面の祈願は
手書きとなります）

このコースはGOTOトラベル
事業支援対象ではありません

=同行 315名 81名

日
帰
り

地下鉄名城線／名古屋大学駅／3番出口（10:00集合）…◯桃巌寺（名古屋大仏の見学）…◎東山動植物園（東山ス
カイタワーに入場／地上100mの展望室から名古屋市の眺望をお楽しみ）…星が丘テラス…◎インド料理
「BHANCHAGHAR」（昼食）…地下鉄東山線/星ヶ丘駅（14:30解散予定） ■歩行：約3.5km、約2時間30分 tyt

旅行代金
（おひとり）

出発日 ■L16日・26日
3,980円

コース番号 F0994-C48

こだわりのスパイシー本格
インドカレーを堪能！

チーズナンやガーリックチーズ
ナンが人気です！

インド料理 「BHANCHAGHAR」

現地
集合

※紅葉の見頃：例年11月中旬～下旬 
※講師の同行は2020年7月1日現在の予定です。やむを得ない事情
により同行できない場合は別の講師がご案内します。

浅井講師浅井講師浅井講師 kana講師kana講師kana講師

バスは1人2席利用 各日20名限定

撮影レジュメ付 女性講師同行日あり

詳細はwebで

四国八十八ヶ所全て巡って11日間でこの価格！四国八十八ヶ所全て巡って11日間でこの価格！四国八十八ヶ所全て巡って11日間でこの価格！コース番号 75800-C48

440,000円 140,000円 300,000円 60,000円
旅行代金（おひとり）

3～5名1室

480,000円 140,000円 340,000円 60,000円2名1室

500,000円 140,000円 360,000円 60,000円1名1室

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■L13・26日 010・24日 Q7・20日 W1日出発日

GoTo
トラベル事業
支援対象

お参り旅専門スタッフが企画・運営

全2回で巡るプランもあります！
初心者でも安心

13,000円
旅行代金（おひとり）

15,000円
4,500円

支援金

5,000円
8,500円
お支払い実額

10,000円
2,000円
地域共通クーポン

2,000円
無印

○印

出発日 0⑪・12・16・⑰・20・23・24日コース番号 F3456-C48

200,000円 42,000円 158,000円 18,000円
旅行代金（おひとり）

3～5名1室

220,000円 42,000円 178,000円 18,000円1～2名1室

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
07日 Q24日35日出発日

列車手配の都合上、10月以降は予約希望受付と
なります。手配が完了次第、書面の発送を持って正
式予約となります。列車手配ができなかった場合、
ツアー中止となります。

コース番号 F1204-C48

21,800円
旅行代金（おひとり） 支援金出発日

Q23・25日 
W

10・19・20日

7,000円
お支払い実額 地域共通クーポン

14,800円 3,000円

日
帰
り

名古屋駅（7:40発）＝◯丹波亀山城（光秀が本能寺の変
を決意したと言われる場所）＝ホテルロイヤルヒル福知
山＆スパ（昼食）＝◎福知山城（光秀が築城し、幕末まで
存続した城跡／続日本100名城）…◎福知山光秀
ミュージアム（ドラマの時代考証担当者監修の｢明智光
秀の生涯と丹波･福知山｣をテーマに展示する大河ドラ
マ館）＝名古屋駅（19:40予定） tyt

=同行 315名 81名 fなし busc帝産観光バスまたは名鉄観光バス同等

コース番号 F0350-C48

22,900円
旅行代金（おひとり） 支援金出発日

7,000円
お支払い実額 地域共通クーポン

15,900円 3,000円

日
帰
り

名古屋駅（7：30発）＝◎西明寺（湖東三山の一つの紅葉名
所）＝彦根（豚すき焼き御膳）＝◯鶏足寺＝◯胡宮神社（紅葉
を日の入時刻まで撮影）＝名古屋駅（19：00予定） tyt

=同行 312名 81名 fなし busc帝産観光バスまたは名鉄観光バス同等

日
帰
り

服装は？ 必要な用品は？お参りの作法は？

2般若心経
経本（1冊）

初
参
加
者

プ
レ
ゼ
ン
ト 納札（イメージ）

宅配サービス付き 添乗員同行

歩く距離も
最小限

山門近くま
でご案内

1台につき
5名限定

※リモート聴講をご希望の場合は、午前：I（アイ）F0772-C48、午後：I（アイ）F0773-C48へお申し込みください。

料説明会

て
山山
ー
日

説明会の様子（イメージ）説明会の様子（イメージ）

※上記の2コースは当パンフレットからはお申し込みできません。ホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。

スリランカ料理
「ceylon cafe and bar」

コース番号 F0995-C48
■014日・24日出発日

10月 ロシア料理
「甘藍」

コース番号 F0996-C48
■Q19日・28日出発日

11月
ラ
ン
チ（
イ
メ
ー
ジ
）

こちらのコースもおすすめ！ 詳しくはwebで！ こちらのコースもおすすめ！ 詳しくはwebで！ 

【LOVEあいちキャンペーン対象コース】旅行代金6,980円、補助金3,000円、お支払い実額（LOVEあいちキャンペーン価格）3,980円
※このツアーは愛知県から3,000円の補助を受けています。

9月
初回はお試し価格でご案内！

（イメージ）

日
帰
り

■Q
20・２1・　 日23
※●印は女性講師同行

す！

8

！

桃巌寺（イメージ）桃巌寺（イメージ）

※空港施設利用料880円が別途必要となります。※空港施設利用料880円が別途必要となります。


