
各地（6：40〜7：30）〜丸八たきや（昼食）…善光寺御開
帳（参拝）〜各地（19：30〜20：15）

出発日 4/13（水） 4/25（月） 5/19（木） 6/3（金）

い I -05

長野県長野県

数え年で七年に一度、秘仏である
御本尊の御身代わり「前立本尊」

（鎌倉時代・重要文化財）を本堂
にお迎えして行う「善光寺前立本
尊御開帳」。仏都の春、御仏と
のありがたいご縁が生まれます。

七年に一度の盛儀 七年に一度の盛儀 善光寺御開帳善光寺御開帳

9,980円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

案内人による
善光寺案内付き!

昼食は
御開帳御膳

各地（7：00〜7：50）〜メロン農園（メロン
狩り）〜田原めっくんはうす（昼食）〜蔵王
山展望台（景観）〜各地（16：20〜17：05）出発日 6/17（金） 6/20（月） 6/22（水） 7/1（金） 7/7（木）

い I -04 伊良湖伊良湖メロンメロン狩り狩り お一人様

合計4.5玉!
なんと!

1玉狩り
＋

お土産3玉
＋

半玉ご賞味!
さらに 全玉全玉“Ｌ以上”“Ｌ以上”のの

メロンをご用意メロンをご用意
しております!しております!

海鮮丼と
名物“生しらす”

付き!

愛知県愛知県

9,980円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

超人気コース!!超人気コース!!

各地（7：10〜8：00）〜アルプス街道平湯（ショッピング）〜上高地
（フリー散策）〜惣市（ショッピング）〜各地（18：30〜19：15）

出発日 6/1（水） 6/4（土） 6/7（火） 6/10（金）

い I -03上高地フリータイム

お手軽弁当付

梅雨入り前の
梅雨入り前の新緑映える季節

新緑映える季節

観光バスで行くと
乗り換えがなく
大変便利です!

たっぷり
33時間半!時間半!

長野県長野県

6,980円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

〜JR飯田線の秘境駅めぐり〜
天龍峡を縫うように走り、急峻な崖下や斜面に点在す
る無人の秘境駅もみどころの飯田線。今回は、赤い吊
り橋“天竜橋”が望める「為栗駅」に下車いたします。
電車内での食事ではありません。

各地（8：40〜9：30）〜COCORISM（昼
食）〜天竜峡駅 〔秘境駅めぐり〕

為栗駅（景観）〜茶臼山高原の芝
桜（見学）〜各地（18：50〜19：35）

出発日 5/22（日） 5/25（水） 5/27（金）

JR飯田線 秘境駅めぐり秘境駅めぐりとと茶臼山高原茶臼山高原のの芝桜芝桜

※列車は、座席指定ではありません。茶臼山高原の芝桜茶臼山高原の芝桜

ピンクや白などピンクや白など
天空の花回廊へご案内!天空の花回廊へご案内!

7,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

い I -02

地元の
食材を使った
御膳を
どうぞ。

愛知県愛知県

芝桜の苗
プレゼント

い I -01

各地（8：20〜9：10）〜大原の里（散策）〜各地（16：50〜17：35）
出発日 6/11（土） 6/19（日） 6/24（金）

〜大原の里フリープラン〜

京都大原
三千円（院）

寂光院や大原の里を約3時間のフリータイム!
（散策マップ付です。）

※大原三千院、寂光院等の拝観料は含まれておりません。
　各自現地にてお支払い下さいませ。

約1,000株の約1,000株の
あじさいが咲き誇るあじさいが咲き誇る
名所でもあります。名所でもあります。最少催行人員40名様

GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。
京都府京都府

バウムクーヘン
プレゼント!

自由食

和歌山県和歌山県

時 m-06

万葉の地で、ミコノス島クルージング感覚!

出発日 5/12（木） 5/18（水）

各地（7：00〜7：50）〜エーゲ海風エピ
カリス（昼食）〜番所庭園（景観）〜（雑
賀崎（奥和歌大橋より車窓））〜紀三井
寺（参拝）〜各地（19：20〜20：05）

ご夫婦OK!
日本とは思えないギリシャのエーゲ海をイメージ
エピカリスという名の由来は、ギリシャ語で“魅力的”という言葉から。
ギリシャのリゾート地を思わせる夢のような時間をお過ごしいただけます。

漁港から山に向かって漁港から山に向かって
階段状に広がる家並は階段状に広がる家並は
まるでアマルフィ。まるでアマルフィ。
奥和歌大橋から奥和歌大橋から
眺めます。眺めます。

日本のアマルフィ日本のアマルフィ雑賀崎雑賀崎
目の前の海で取れた新鮮な魚介類、地元で収目の前の海で取れた新鮮な魚介類、地元で収
穫した野菜、1年を通して実るフルーツの数々穫した野菜、1年を通して実るフルーツの数々
をメインに取り入れた創作料理をどうぞ。をメインに取り入れた創作料理をどうぞ。

エーゲ海風 エピカリスの創作地中海風料理 と日本のアマルフィ雑賀崎

16,800円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

時 m-05

琵琶湖一望とちょっと贅沢なひととき…

出発日  5/30（月） 6/3（金）

各地（8：00〜8：50）〜レストランオペラ（昼食）〜ガーデンミュージア
ム比叡（見学）〜米プラザ（ショッピング）〜各地（17：50〜18：35）

12,800円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

滋賀県滋賀県

じっくり煮込んだ具だくさんのビーフシチューじっくり煮込んだ具だくさんのビーフシチュー
とアフタヌーンティースタンドとアフタヌーンティースタンド

5〜6月はシャクナゲが約30種、
咲き誇ります!

コロナ禍でも安心なコロナ禍でも安心な
“庭園”美術館です!“庭園”美術館です!

レストランオペラの
ビーフシチューランチスペシャル
大津

 ここでしか食べられない富山名物“白エビ料理”！
※雨天の場合、松川七橋め
ぐりから富山市ガラス美
術館の見学となります。

富山松月の時 m-04 “城下町松川七橋
桜めぐり”

白エビ懐石と

白エビをすって焼く
名物“福団子”

富山県富山県
出発日  4/4（月） 4/6（水）

各地（7：20〜8：10）〜磯料理の老舗松月（昼
食）〜松川七橋桜めぐり（遊覧船乗船）〜ま
すのすしミュージアム（ショッピング）〜各地

（19：10〜19：55）
桜が

綺麗です！“　　”

や
っ
ぱ
り
、
春
は

18,800円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

びわ湖

グラツィエのフレンチ
出発日  4/2（土） 4/3（日）

湖上から眺める絶景の桜並木！

海津大崎 桜クルーズと
各地（7:00〜7:25）〜海津大崎 桜クルーズ

（乗船／上陸）…北ビワコホテルグラツィエ
（昼食）…黒壁スクエア（散策）〜ローザンベ
リー多和田（見学）〜各地（17:40〜18:10）

さくら名所100選！

ご夫婦OK!

※岐阜駅での
ご乗車はで
きません。

時 m-03

（公社）びわ湖高島観光協会提供

滋賀県滋賀県

15,800円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

時 m-02時 m-01

英国庭園のパイオニアが贈る日本最高峰の園芸ショー!年に一度…大切な時間を過ごす場所!

出発日  6/2（木）  6/6（月）出発日  5/25（水）  5/27（金）

各地（7：20〜8：10）〜バラクライングリッ
シュガーデンフラワーショー2022（昼食
／見学）〜蓼科チーズケーキ工房（ショッ
ピング）〜各地（18：20〜19：05）

各地（7：40〜8：30）〜レッドヒルヒーサーの森（見学）
〜シャトーラ・パルム・ドール（昼食）…ブーランジェリー
ラ・パルム・ドール（パンなどショッピング）〜亀山ハイウェ
イオアシス（ショッピング）〜各地（17：00〜17：45）

14,800円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。13,800円 GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

蓼科高原蓼科高原  バラクラフラワーショーバラクラフラワーショー20222022

長野県長野県

シャトーラ・パルム・ドールにて新感覚フレンチ

6,200坪の広大な地に建つ、“モンサンミッシェル”をイメージした佇まい。
抜けるような青空、緑に萌える木々。
豊かな自然に育まれた、爽やかな空間で過すゆったりとした時間…

昼食は、ラグジュアリーラグジュアリー
　　　　アフタヌ　　　　アフタヌーーンティンティーーセットランチ!セットランチ!
1stプレート：こだわりのサンドイッチ
2ndプレート：ハンドメイドスコーン
3rdプレート：季節のスイーツ（紅茶付）

英国園芸＆ライフスタイルの祭典英国園芸＆ライフスタイルの祭典
第31回バラクラフラワーショー第31回バラクラフラワーショー
寄せ植えの芸術や
エンターテイメント等
期間限定の
スペシャルイベント
です。

三重県三重県

400品種
1,500株以上のバラが

植栽されています。

レッドヒル
ヒーサーの森
ローズガーデン

「今回はちょっとリッチに…」
そんな時には“時来夢希ツアー”“時来夢希ツアー”
時来夢希ツアーの
ツアーコードは、

と表記
いたします。

と表記
いたします。

いくたびの
ツアーコードは、

「少しお値打ちに、ぶらっと日帰り旅行にでも…」
そんな時には“いくたび”“いくたび”

0120-105 114時来夢希ツアー
いくたび

専用ダイヤル
36

’22年4月〜7月

乗車場所のご案内〈時来夢希ツアー・いくたび共通〉

黒色出発日= 日本タクシー本社　　 →JR岐阜駅→日タク観光バス愛知営業所　

青色出発日=日本タクシー本社　　 →日タク観光バス愛知営業所　 →一宮駅　　　　「旧織姫の像」前
※ 各乗車場所での詳しい出発時間は、ご送付する最終行程表にてご確認下さい。
　 なお、お早めにお知りになりたいお客様はお申し込み時に係員までお尋ね下さい。

色分けされた出発日によりバス乗車場所が異なります。
※当社へお越しの方は、事前予約制無料駐車場あり。（台数制限有）

このマークのコースに限り
男性もご参加いただけます。
※いくたびは、全コース男性もご参加OK!ご夫婦OK!

ご予約方法

お電話1本

振込用紙送付

コンビニより
お振込み

（振込手数料
当社負担）

〈時来夢希ツアー・いくたび共通〉

時 m-00 い I -00

　～女性だけの日帰り観光バスの旅～

●25名様迄の少人数限定。
●行程時間に余裕をみています。
●ゆっくりお過ごしいただくため、ガイドではなく
　ツアーアテンダントがお伴いたします。
●足元ゆったりの中型バス（ツアーバス）にて運行。
　（状況によりツアーバス以外の車両で運行する場合もございます）

ご参加者にはポイントを進呈いたします。
（会員登録をされた方のみ。）
（時来夢希ツアーは10ポイント、いくたびは5ポイント進呈）

ポイントが50ポイント貯まれば、
次回のご旅行で500円割引いたします。

●集合場所は一宮駅もございます。（青色出発日）
●バス車内は 禁煙・カラオケは行いません。
●ツアー貸切も可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。
●いくたびに限り、ご人数により、
　中型観光バスの運行となる場合がございます。
※各お花のコースについて、開花状況や彩づき等とは関係なく催行いたします。

時来夢希ツアーのこだわり

時来夢希ツアー・いくたび共通案内

と き め き
GoToトラベ

ル

再開した際は
…

　1席1日につき

受付時間：月曜〜土曜日 9：00 〜 17：30（日曜・祝日  休）

お得な情報を配信します。
ぜひご登録を!▶︎

バス座席プラスワンバス座席プラスワン
隣席を確保し、一人で2席を利用したい方におすすめ!!

別に1座席確保料金

一人で2席一人で2席3,000円

※お一人様1席追加確保に限る
※当日の乗客が少なく空席がある

場合でも払い戻しはいたしません
※GoToトラベル割引の適用はご

ざいません

募集型企画旅行規約〈時来夢希ツアー・いくたび共通〉
◆この旅行は株式会社日本タクシー（岐阜県知事登録旅行業第2−39号、以下

「当社」という）が主催する旅行であり、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（以下「旅行契約」という）を締結する事になります。また、契
約の内容・条件は各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前
にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款によります。◆旅行契約は当
社が旅行費用を受領したときに成立します。電話にて予約、当社にて振込み用紙
送付、お近くのコンビニ又は郵便局より振込み（振込手数料は当社負担）、LINE 
Pay、PayB、楽天ペイでの電子決済も可。◆お支払い方法…ご旅行代金のお
支払いは、振込用紙到着後1週間以内にお振込み下さい。領収書は振込み控え
をもって領収書とかえさせていただきます。◆旅行代金に含まれるもの…旅行日程
に明示した交通費・食事代金・企画料金及び消費税などになります。

GoToトラベル事業対象となります。
各コース、対象期間に合わせた割引率にてご案内いたします。
※本事業停止中は、割引をいたしません。（通常料金のご案内となります。）
ご旅行当日、接種証明書（接種券等）、もしくは、陰性証明書が必要です。

LINE公式アカウント

いくたびいくたび
ここから

のご案内!!

日タク観光バスの感染対策動画
新型コロナウイルス感染対策の取り組みについての動画
をYouTubeで公開中です。ぜひご覧になってください。

ワクチン・検査パッケージ登録業者
全コース新型コロナワクチン2回接種済みの方、
もしくはPCR検査での陰性証明書をお持ちの方
のみご参加いただけます。

★最少催行人員…参加されるお客様が10名又は20名に満たない場合は、旅行
の中止をさせていただく場合があります。その場合は原則として出発日の14日前（日
帰りコースは4日前）までに連絡させていただきます。★添乗員…同行いたしません
がその代行者（バス乗務員）が旅程管理をいたします。なお総括旅程管理は㈱日
本タクシー観光部で行います。★時来夢希ツアーにつきましては、女性のお客
様限定のツアーとなっております。男性の方ならびにお子様は参加できませんので
あらかじめご了承下さい。（一部コースを除きます。）★お車でご参加される方は当社
敷地内駐車場をご利用下さい。ただし、事前にご予約が必要となります。万一の
事故・盗難については当社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。★掲載し
てある写真はすべてイメージです。★詳しい旅行条件を説明した書面を用意し
ていますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。★取消料…旅行契約後、
お客様の都合によりご旅行を取り消される場合にはお一人様に付き下記料金を請
求させていただきます。（取消料の起算日はすべて旅行開始日の前日からとなります）

ご 案 内  〈時来夢希ツアー・いくたび共通〉

11日前まで
無 料

10日前から8日前まで
20％

7日前から前々日まで
30％

前日
40％

当日
50％

旅行開始後
全 額

日
帰
り

※泊まりのコースは、21日前から発生いたします。

岐阜県



い I -15

大阪府大阪府 出発日 4/9（土） 4/12（火） 8,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

各地（7：20〜8：10）〜舞洲ネモフィラ祭り2022（見学）〜天
保山マーケットプレイス（昼食：ミールクーポン／ショッピン
グ）〜咲洲庁舎展望台（景観）〜各地（18：40〜19：25）

空と海と花が奏でる“青”の三重奏…空と海と花が奏でる“青”の三重奏…

〜各地（16：40〜17：25）

出発日  5/7（土）  5/8（日）

ミステリー母母のの日日い I -13
各地（7：30〜8：20）〜
①全国でも珍しい陶磁器の
　ショッピングモールへ…
②真鯛のお造と旬の煮魚のお食事!
③お好きなお花を摘んでお持ち帰り!
④新鮮な魚介類のお買いもの!

ご家族とのご参加ならここから500500円円割引割引!!

ツアツアーー

7,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。 ⓑ5万株のあじさいが咲き誇ります!
出発日 6/29（水）

各地（8：20〜9：10）〜各地（17：30〜18：15）

昼食は
あさり釜めし御膳

ⓑ山あいに広がる100万本の花しょうぶ!
出発日 6/28（火）

各地（7：40〜8：30）〜各地（17：50〜18：35）

昼食は
葛うどん御膳

が新たに登場!日タク日タクのの 日日ミステリー
今回、ご好評の　　　　　　　　　　　　に続き日タク日タクのの日日ミステリー

前

人気のミステリー特集! 行き先はどこかな…?人気のミステリー特集! 行き先はどこかな…?

ⓐ白・赤・ピンクに黄色の鮮やかなくりん草!
出発日 5/28（土）

各地（7：40〜8：30）〜各地（16：00〜16：45）

出発日 5/29（日）
各地（7：50〜8：40）〜各地（16：00〜16：45）

ⓐⓐルピナスなどのルピナスなどの春春のの花咲く大花壇!花咲く大花壇!

ⓒまるで“黄色のじゅうたん”のひまわり畑!
出発日 7/28（木）

各地（7：40〜8：30）〜各地（17：00〜17：45）

ⓒ大変珍しい水中花“梅
バ イ

花
カ

藻
モ

”をご観賞!
出発日 7/29（金）

各地（8：40〜9：30）〜各地（16：00〜16：45）

どこへ行くかはお楽しみ♪どこへ行くかはお楽しみ♪

どこへ行くかはお楽しみ♪どこへ行くかはお楽しみ♪

全てのコース昼食付

全てのコース昼食付

日タク日タクのの日日

日タク日タクのの日日

ミステリー

ミステリー

★3日程全てご参加プランのお申し込みは3月31日（木）までとなりま
す。（各出発日ごとのお申し込みは、いつでもご予約可能です）

★お申し込みいただいた時点で、振込用紙をお送りいたします。
★3日程全てご参加プランは、プランの買取となるため、お取消等

による返金はございません。
　ご了承下さいませ。詳しくはお問い合わせ下さい。

Ⅰ-12、もしくはⅠ-14それぞれ3日程全てご参加で
ⓐ6,980円＋ⓑ6,980円＋ⓒ6,980円＝20,940円
のところを、日タク特別プランにて

左記コース（Ⅰ-12とⅠ-14それぞれ）
ⓐ・ⓑ・ⓒを3日程全てご参加で特別
料金となります。

（各出発日ごとのお申し込みも可能です。その場合、各出
発日ごとの旅行代金が必要となります。）

★Ⅰ-12とⅠ-14との混合での割引はございません。★Ⅰ-12とⅠ-14との混合での割引はございません。
それぞれのコースにて日タク特別プラン対象となります。

い I -12

い I -14

昼食は
キノコのアヒージョ

昼食は
ひつまぶし御膳

昼食は
海鮮汁とお刺身

昼食は
焼鯖そうめん定食

毎月28日

毎月29日

前
他社様にはナイヨ!

日タク日タクのの日日ミステリー
毎月28日前

日タク日タクのの日日ミステリー
毎月29日

他社様にはナイヨ!
とと

の限定の特別プランです!
（3日程全てご参加プラン）

い I -12

い I -14

3日程全てご参加で
なんと!!
お一人様15,000円!!

ということは、1日程につきということは、1日程につき 11,980,980 円も 　　　です!円も 　　　です!

のところをさ
●

ら
●

に
●

GoTo割引にて　　　　 でご案内かも!!
詳しくは、お手数ですがお問い合わせ下さい。

6,980円お一人様
費用

6,980円お一人様
費用

6,980円お一人様
費用

6,980円お一人様
費用

6,980円お一人様
費用

6,980円お一人様
費用

い I -11 女性女性

出発日 4/20（水） 5/31（火） 6/5（日）

1.	参加者が全員おひとり様
　…気兼ねなくご参加いただけます。
2.	行きたい時にすぐ申込できる!
　…自身の予定だけで参加できます。
3.	食事は皆様ご一緒に!
　…食事の時は和気あいあいで…。

おひとり参加限定バスツアー
3つの魅力!

※お申し込みはおひとり様限定となります。
　（お知り合い同士のご参加はお断りしております。）
※男性はご参加いただけません。
※必ず携帯電話番号をご予約時にお伝え下さいませ。

 限定 限定

2424名
様
名
様ミステリーツアツアーー

ひとり旅ひとり旅

〜各地（18：30〜19：15）

①“観音の聖地”と紫式部展見学…
②“〇〇湖の恵み”湖国料理!
③話題のバンクシー展ご鑑賞！
④昭和の雰囲気残る有形文化財!

各地（7：50〜8：40）〜

バスのお座席は、お一人
様につき、2席ご用意!

しじみご飯やしじみご飯や
モロコ南蛮漬けモロコ南蛮漬け
など…など…

9,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

い I -10

兵庫県兵庫県

各地（7：10〜8：00）〜太陽公園（昼食
／見学）〜各地（19：00〜19：45）出発日 5/14（土） 5/24（火）

姫 路

世界の名所大集合 太陽公園海外旅行に
行けない今こそ!

城へは楽々城へは楽々
モノレールで

…
モノレールで

…

「万里の長城」や「兵馬俑」、「ピラミッ
ド」などの世界の石の建築物や文化を
再現し、世界旅行さながらの体験がで
きる「石のエリア」と、太陽公園のシン
ボルである美しい「白鳥城」をメインと
した「城のエリア」で構成されています。
ドイツのノイシュバンシュタイン城をモ
チーフにした「白鳥城」がそびえます。

たっぷり
33時間滞在!時間滞在! 昼食は

豚焼きしゃぶ

9,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

●ガイドではなくツアーアテンダントがお伴いたします。
※飲み物・おやつのご用意はございません。

いくたびいくたび
日タクツアー日タクツアー

行
い

く旅
たび

、行
い

く度
たび

、
また行きたくなるツアー

〜気軽にご参加!	日帰り観光バスの旅〜〜気軽にご参加!	日帰り観光バスの旅〜
男性もご参加いただける、スタンダードなバスツアー!男性もご参加いただける、スタンダードなバスツアー!

会員募集vol.08

自由食 このマークは昼食の手配がないコースとなります。

各地（8：10〜9：00）〜一色港〜〔船〕〜佐久島（昼食／散策）〜〔船〕〜一色港
…一色さかな広場（ショッピング）〜各地（17：30〜18：15）

出発日 5/13（金） 5/21（土）

い I -09 癒し癒しととアートアートのの島島

ぶらり佐久島ぶらり佐久島
愛知県愛知県

昼食は
とれたてさしみ煮魚和膳

7,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

ウォーキングウォーキング
特集特集

い I -08

愛知県愛知県

各地（7：40〜8：30）〜高蔵寺駅+++定光寺駅…愛岐トンネル群（散策）…定光寺駅+++
高蔵寺駅〜土岐プレミアムアウトレット（自由食／ショッピング）〜各地（16：00〜16：45） 出発日 4/27（水） 4/29（金） 4/30（土）

期間
限定!

愛岐トンネル群愛岐トンネル群
春春のの特別公開特別公開

普段は立ち入り禁止区域となっている「旧国鉄中央線 愛岐トンネル群」が期間限定で春と秋に一般公開されます。
1900（明治33）年の開通当時のまま残された愛岐トンネル群。庄内川渓谷沿いの赤レンガトンネルと春モミジの織
りなす“廃線路の自然・渓谷の新緑”をお楽しみください。

2,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

歩きやすいくつで
ご参加下さい。

自由食
バウムクーヘン
プレゼント!

各地（7：10〜8：00）〜鬼ケ城センター（昼食）〜大泊…大吹峠〜
亀山ハイウェイオアシス（ショッピング）〜各地（18：30〜19：15）

各地（7：30〜8：20）〜鎌ヶ岳（散策）〜茶茶（昼食）〜
御在所SA（ショッピング）〜各地（15：30〜16：15）

出発日 5/18（水） 5/30（月）

出発日 4/19（火） 4/28（木）

い I -07

ⓑ熊野古道 大吹峠ⓑ熊野古道 大吹峠

難易度
★★★

難易度
★★

散策

4キロ

散策

3キロ

三重県三重県

トレッキングコーストレッキングコース

鈴鹿セブンマウンテンの一座。鈴鹿セブンマウンテンの一座。
山頂からはパノラマの展望が広がります。山頂からはパノラマの展望が広がります。
※岩場を歩きます。※岩場を歩きます。

熊野古道では珍しい風情ある
竹林を歩きます。

5,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

6,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

ⓐⓐ鎌ヶ岳鎌ヶ岳
　　ウウォォーーキングキング

昼食は
真鯛しゃぶしゃぶ

 限定 限定

3030名
様
名
様

昼食は
とろろ御膳

い I -06

今まで4回に分けてのご案内でしたが、少しゆっくり
巡拝できる様、6回に分けてご案内いたします。
※各寺にて納経料金が別途必要です。（1ヶ所100円）

※同行するツアーアテンダントは、専門先達ではございません。※同行するツアーアテンダントは、専門先達ではございません。

知多四国知多四国
知多の八十八ヶ所を番外七ヶ所、
開山所三ヶ所と八事興正寺を含み
4月、5月、6月の6回に分けて巡拝いたします。

全ての回ご参加の方は、第6回にて
お一人様につき1,000円割引いたします。

マイクロ
バス
利用八十八ヶ所巡り八十八ヶ所巡り

心

限定20名様
昼食付

出発日 4/7（木）
ⓐ 第1回  1番〜15番、54番（5番を

　除く）
各地（7：00〜7：50）〜巡拝
〜各地（17：30〜18：15）

出発日 5/26（木）
ⓓ 第4回  27番、28番、41番〜57番（54番を

　除く ）
各地（7：00〜7：50）〜巡拝
〜各地（18：30〜19：15）

出発日 4/21（木）
ⓑ 第2回  16番〜26番

各地（7：40〜8：30）〜巡拝
〜各地（17：30〜18：15）

出発日 6/9（木）
ⓔ 第5回  58番〜71番

各地（7：40〜8：30）〜巡拝
〜各地（17：40〜18：25）

出発日 5/12（木）
ⓒ 第3回  29番〜40番（27番・28番

　を除く　 ）
各地（7：10〜8：00）〜巡拝
〜各地（18：00〜18：45）

出発日 6/23（木）
ⓕ 第6回  5番、72番〜88番、八事興正寺

各地（7：10〜8：00）〜巡拝
〜各地（17：40〜18：25）

愛知県愛知県

8,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

9,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

8,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

8,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

8,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

8,980円
GoTo
割引後

旅行代金

お問い合わせ下さい。

癒される
信仰のたび

こんな時代だからこそお遍路で参拝祈願…

㈱日本タクシー 岐阜県知事登録旅行業 第2種39号

お問い合わせ・お申し込み

〒500−8164  岐阜市鶴田町3−7−1  TEL（058）247−8881  FAX（058）247−9046
愛知営業所 乗車場所　一宮市木曽川町黒田九ノ通108番地
http://www.nihontaxi.co.jp/travel/   総合旅行業務取扱管理者  日比野祐輔

（一社）全国旅行業協会正会員


