
※日本バス協会・全国旅行業協会のガイドラインに基づいております。

新型コロナウイルスの感染予
防対策により、イベント・見学施設
等の休止により、ツアーを中止す
る場合があります。
今後も状況により中止するコ

ースが発生する可能性がござい
ますが、何卒ご理解ご了承くださ
いますようお願い申し上げます。

※宿泊コースについては特に表記のない場合は1名1室利用設定はございません。
※行先・人数・運行ルートにより乗車場所・乗車順が変更になる場合があります。
※写真はすべてイメージです。　※掲載価格はすべて消費税込みとなります。

全行程、添乗員又はバスガイド同行！全行程、添乗員又はバスガイド同行！

ホームページからもご覧いただけます。

全但バス 検索検索

特別仕様車
「ＺＢプレミアム」
※コロナウイルス感染予防のため飲料の
　提供は中止とさせていただいております。

お近くの全但高速バス路線上の
停留所からご乗車できます！

湯村温泉営業所=村岡=八鹿=和田山湯村発

豊岡（アイティ前）=日高=八鹿=和田山豊岡発

上記お近くの全但高速バス路線上の停留所からご乗車いただけます
※上記以外で10名様以上のご参加の場合はご相談ください

今までの車両とは一味違った
「ＺＢプレミアム」で
 旅に出かけよう！お

知
ら
せ

1名
1室 31,960円

サ　イ　　ク　　ル

31,960円31,960円31,960円
サ　イ　　ク　　ルサ　イ　　ク　　ルサ　イ　　ク　　ル

31,960円31,960円31,960円
サ　イ　　ク　　ルサ　イ　　ク　　ルサ　イ　　ク　　ル

旅行代金（おひとり）
1名
1室 28,600円28,600円28,600円
旅行代金（おひとり）

3名
1室 43,600円43,600円43,600円
旅行代金（おひとり）

2名
1室 45,600円45,600円45,600円
1名
1室 55,000円55,000円55,000円

4名以上
1室 77,000円77,000円77,000円
旅行代金（おひとり）

3名
1室 79,000円79,000円79,000円
2名
1室 81,000円81,000円81,000円

2名
1室 36,000円36,000円36,000円
旅行代金（おひとり）

旅行設定期間：令和3年6月～7月

全但バスで行くツアー
「らく旅」のご案内初夏号2021 ツアー中はマス

クの着用をお願
いします。

車内は間隔を空けて
お座りいただきます。

体調チェックシ
ートのご提出。

新しい旅のエチ
ケットの啓発。

車内での飲食禁止。
会話も控えめに。

※同居のご家族の方は
　相席をお願いする場合
　があります。

車内のアルコー
ル消毒。

消毒液の設置。

添乗員・乗務員はマスクを
着用しての対応。

出発前の検温の
実施。

すべての観光バスにプラ
ズマクラスター完備。
さらに自動換気機能によ
り約5分で換気されます。

全但バスからの
お願いとお知らせ

全但バスからのお願い 安心してご参加いただく為に

※感染予防対策として各コース募集人員を制限しご案内しています。

源泉かけ流し白骨温泉に泊まる
ベストシーズン上高地・乗鞍スカイライン

コース
0088令和3年6月28日●月　 1泊2日出発日岐阜県・長野県

旅行代金（おひとり）

18,800円18,800円18,800円

15,000株！RSKバラ園と
日本のエーゲ海牛窓「ホテルリマーニ」のランチ

コース
0086令和3年6月5日●土　 日帰り出発日岡山県

各地＝八鹿7：30＝RSKバラ園＝牛窓ホテルリマーニ（ご昼食）＝
牛窓オリーブ園＝八鹿17：50頃＝各地

日
帰
り

昼食付

旅行代金（おひとり）

17,800円17,800円17,800円

コース
0087令和3年6月10日●木　 日帰り出発日京都府

各地＝八鹿7：30＝宝厳院獅子吼の庭特別公開＝
嵐山（老舗旅館のご昼食と嵐山散策）＝松尾大社参拝＝
八鹿18：30頃＝各地

日
帰
り

昼食付
旅行代金（おひとり）

19,000円19,000円19,000円

半夏生の庭園で初夏を楽しむ
両足院庭園特別公開と京御膳のご昼食

コース
0089令和3年7月2日●金　 日帰り出発日京都府

各地＝八鹿7：15＝両足院（初夏の庭園特別公開）＝
知恩院（京御膳のご昼食と名勝方丈園観賞）＝
京漬物西利（お買物）＝八鹿18：40頃＝各地

日
帰
り

昼食付

旅行代金（おひとり）

19,800円19,800円19,800円

初夏のバラ観賞須磨離宮公園
神戸迎賓館「ル・アン」至福のフレンチ

コース
0090令和3年7月3日●土　 日帰り出発日兵庫県

各地＝八鹿7：00＝須磨離宮公園（初夏のバラ園観賞）…
神戸迎賓館・邸宅レストラン ル・アン＝八鹿17：00頃＝各地

日
帰
り

昼食付
旅行代金（おひとり）

18,800円18,800円18,800円

本場！貴船の川床と
青紅葉の貴船神社・嵐山お買物

コース
0091

令和3年7月18日●日 ・8月4日●水　 日帰り出発日京都府

各地＝八鹿7：30＝貴船の川床料理・貴船神社＝嵐山（お買物）
＝八鹿19：00頃＝各地

日
帰
り

昼食付

旅行代金（おひとり）

22,800円22,800円22,800円

天空の花畑を望む極上のさじき席あわじ花さじきと
夏の旬！美容に良い淡路べっぴんハモ会席

コース
0093

令和3年7月25日●日 ・8月22日●日　 日帰り出発日兵庫県

各地＝八鹿7：45＝あわじ花さじき（季節の花をお楽しみ）＝
南淡路（旬のハモ会席）＝千年一酒造見学＝
淡路ハイウェイオアシス（お買物）＝八鹿18：20頃＝各地

日
帰
り

昼食付
旅行代金（おひとり）

18,000円18,000円18,000円

仏ガイドブック三つ星の「足立美術館」夏季特別展
日本庭園「由志園」でいただく土用の丑うなぎ御膳

コース
0094令和3年7月28日●水　 日帰り出発日島根県

豊岡＝八鹿7：00＝日本庭園由志園（庭園見学と出雲うなぎのご昼食）＝
足立美術館（鑑賞）＝八鹿18：45頃＝豊岡
※和田山方面のお客様は八鹿駅でご乗車下さい。

日
帰
り

昼食付

気楽に出雲ひとり旅～ローカル列車一畑電車～
バ タ デ ン

コース
1247令和3年6月6日●日　 1泊2日出発日島根県

コース
1258令和3年7月4日●日　 1泊2日出発日福井県・石川県

安芸の小京都！竹原散策と
高速クルーザー「シースピカ」で
瀬戸内島めぐり

コース
1264令和3年7月25日●日　 1泊2日出発日広島県

見どころ満載！初心者歓迎！　　　　　
爽快！『しまなみ』サイクリング

【生口島・大三島編】

コース
1260令和3年7月11日●日　 1泊2日出発日広島県・愛媛県

黄金色の巨石露天風呂！横谷温泉
さわやかビーナスラインと
北八ヶ岳空中散歩

コース
1261令和3年7月11日●日　 1泊2日出発日長野県

大人気コース♥日本の名湯100選
草津・鬼怒川名湯めぐりと
日光東照宮

「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」施設部門第1位

 母畑温泉「八幡屋」に泊まる
会津・茨城周遊3日間

コース
0092

令和3年7月19日●月　 2泊3日出発日群馬県・栃木県

1
日
目

各地＝八鹿6：00＝駒ヶ根（ご昼食）＝草津温泉16：20頃
㐂びの宿 高松（泊）
夕食後ライトアップの湯畑を自由にご散策ください！

3
日
目
お宿8：15＝お菓子の城（お買物）＝横川（ご昼食）＝
八鹿21：30頃＝各地

2
日
目

お宿8：00＝吹割の滝（東洋のナイアガラ）＝中禅寺湖（車窓）＝
日光（ご昼食）…東照宮（山内ガイドと見学）＝日光ろばた漬け＝
鬼怒川温泉17：15頃　きぬ川ホテル三日月（泊）

4名
1室 67,000円67,000円67,000円
旅行代金（おひとり）

3名
1室 69,000円69,000円69,000円
2名
1室 71,000円71,000円71,000円

コース
1251令和3年6月22日●火　  2泊3日出発日福島県・茨城県

ベストシーズンに行く！ -古都 金沢さくらんぼ旅-
大正ロマンに包まれる
「金沢白鳥路ホテル山楽」

令和3年6月12日●土　  2泊3日出発日新潟県

4名
1室 89,000円89,000円89,000円
旅行代金（おひとり）

3名
1室 93,000円93,000円93,000円
2名
1室 97,000円97,000円97,000円

1
日
目
各地＝八鹿6：30＝流響の里（ご昼食）＝惣市（お買物）＝
乗鞍スカイライン＝畳平＝白骨温泉17：00頃　新宅旅館（泊）

2
日
目
お宿8：30＝上高地（河童橋周辺自由散策）＝高山市（ご昼食）＝
八鹿19：30頃＝各地

4名
1室 35,000円35,000円35,000円
旅行代金（おひとり）

3名
1室 38,000円38,000円38,000円
2名
1室 40,000円40,000円40,000円

イメージ

イメージ

イメージイメージ

母畑温泉 八幡屋母畑温泉 八幡屋 五色沼五色沼

袋田の滝袋田の滝

大内宿大内宿

イメージ

イメージ

1
日
目
各地＝八鹿6：30＝道の駅たけはら…観光ガイドと小京都竹原散策…道の駅たけはら＝
竹原市内（ご昼食）＝大和ミュージアム＝広島市内16：30頃　広島東急REIホテル（泊）

2
日
目
お宿7：50＝広島港～～瀬戸内しまたびライン（高速クルーザーで瀬戸内島めぐり）～～
美原港＝八鹿18：10頃＝各地

1
日
目
各地＝八鹿6：30＝飯田（ご昼食）＝諏訪大社本宮参拝＝蓼科高原チーズケーキ工房（お買物）
＝横谷渓谷16：40頃　横谷温泉旅館（泊）

2
日
目
お宿8：00＝北八ヶ岳ロープウェイ（山頂でアルプスの絶景をご堪能）＝ビーナスライン＝
車山高原＝霧ヶ峰高原＝諏訪（ご昼食）＝八鹿20：00頃＝各地

1
日
目

各地＝八鹿8：00＝越前そばの里（ご昼食）＝越前和紙の里（紙すき体験）＝
ひがし茶屋街散策＝金沢市内17：00頃
金沢白鳥路ホテル山楽（泊） ホテル到着後金沢市内でご夕食

2
日
目

お宿8：30＝兼六園（散策）＝加賀友禅会館（ハンカチ染物体験）＝
絶品！谷口屋にて名物油あげ御膳のご昼食＝八鹿17：40頃＝各地

コース
1249

幸運の撫で亀・双鯉の松尾大社参拝

宝厳院名庭「獅子吼の庭」特別公開
シ シ ク

4名
1室 35,000円35,000円35,000円
旅行代金（おひとり）

3名
1室 37,000円37,000円37,000円
2名
1室 40,000円40,000円40,000円

「おうちグルメ旅。」定期便好評受付中
6品セット

29,800円（税・送料込）

さくらんぼ
企画

さくらんぼ
企画

飛行機利用飛行機利用

1
日
目
八鹿7：00＝瀬戸田（ご昼食）＝瀬戸田サンセットビーチ（自転車を借りて各自スタート）- -
しまなみサイクリング- -大三島17：00頃　I-LINK HOSTEL＆CAFÉ SHIMANAMI（泊）

2
日
目
お宿- -フリーでサイクリングをお楽しみください- -多々羅しまなみ公園集合＝
八鹿18：30頃＝各地

旅のポイント
サイクリングしながら耕三寺・大山祇神社や
瀬戸田サンセットビーチなどの観光をお楽しみいただけます。
こちらの宿泊は、ゲストハウス形式です。予めご了承ください。1

日
目
豊岡＝八鹿7：30＝境港（ご昼食）＝八重垣神社参拝＝出雲大社参拝＝出雲16：50頃　
ドーミーイン出雲（泊）

2
日
目
お宿8：50…電鉄出雲市駅+++（一畑電鉄乗車）+++松江しんじ湖温泉駅＝
松江（堀川めぐりとご昼食）＝壽城（お買物）＝八鹿18：20頃＝豊岡

2
日
目

お宿8：20=鶴ヶ城（見学）=飯盛山（ガイドの案内で観光）=
野口英世記念館（見学・ご昼食）=五色沼（散策）=
母畑温泉16：30頃　母畑温泉 八幡屋（泊）　

3
日
目

お宿8：30=袋田の滝（見学）=水戸（ご昼食）=
日本三名園・偕楽園（観光）=天狗納豆総本家（お買物）=
茨城空港＞＞＞神戸空港=八鹿23：10頃=各地

1
日
目

各地=八鹿4：50=神戸空港＞＞＞茨城空港=那須（ご昼食）=
大内宿（散策）=塔のへつり=塔のへつり駅+++
芦ノ牧温泉駅=芦ノ牧温泉16：45頃　丸峰観光ホテル（泊） 1

日
目

各地=八鹿5:40=直江津港～～～小木港=西三川ゴールドパーク（砂金採り体験）
=秋津温泉17：15頃 両津やまきホテル（泊）

2
日
目

お宿8：40=大野亀（カンゾウの花）=トキの森公園=
佐渡歴史伝説館（ご昼食・見学）=尖閣湾・揚島遊園=
北沢浮遊選鉱場=佐渡金山=相川温泉17：00頃　ホテル万長（泊）

3
日
目

お宿8：30=尾畑酒造（見学・試飲）=たらい舟（乗船体験）=
小木家（お買物）・小木港～～～直江津港=名立（ご昼食）=八鹿21：20頃=各地

島旅
トキめきの島
佐渡満喫の３日間

※和田山方面のお客様は八鹿駅でご乗車ください。

現地バス茨城交通利用 島内バス新潟交通利用

ご家族・小グループで
ご利用いただけるプランです
詳しくはお問合せ下さい

厳選のお宿を多数ご用意！
さらに全但バスの
お客様だけのお得な特典も！

マイカープラン
受付中！

ちょっぴり
お土産付

174316_ZB_364x257_o

21.042101arima→



1. ご旅行代金は事前に各営業所または振込用紙にてお支払いください。　2. 発着地・時間は

予定です。 出発前に最終確定をご連絡いたします。3. バスの車内禁煙にご協力ください。 　

◇旅行中止/最少催行人員20名に満たない場合及び運送機関の大幅なスケジュールの変

更により旅行実施が不可能になった際は旅行を中止することがあります。（20名に満たない

時はマイクロバス等にて運行する場合があります） ◇添乗員/添乗員または旅程管理業務取

扱者（バスガイド）が同行します。　＊詳しくは別紙募集型企画旅行条件書をご確認ください。※宿泊コースにお一人で参加される場合、ご希望に
　そえない場合がありますので、お問合せください。

豊岡駅前  TEL.0796-23-2287
SOZORO  TEL.0796-32-0013
出　　石  TEL.0796-52-3011

和　田　山  TEL.079-672-2063
村　　岡  TEL.0796-98-1001
湯村温泉  TEL.0796-92-0137

本社 TEL.079-662-2131 八　　鹿  TEL.079-662-6151
豊　　岡  TEL.0796-23-2286

お問い合わせ先 他のお問い合わせ先
兵庫県知事登録旅行業 第2-670号
（一社）全国旅行業協会　正会員
総合旅行業務取扱管理者　谷口道広

旅行企画・実施

旅行代金（おひとり）

8,600円8,600円8,600円昼食付旅行代金（おひとり）

13,500円13,500円13,500円弁当付

旅行代金（おひとり）

18,000円18,000円18,000円昼食付

旅行代金（おひとり）

10,000円10,000円10,000円昼食付

旅行代金（おひとり）

14,800円14,800円14,800円昼食付
旅行代金（おひとり）

16,000円16,000円16,000円昼食付

旅行代金（おひとり）

16,000円16,000円16,000円昼食付

旅行代金（おひとり）

15,000円15,000円15,000円昼食付
旅行代金（おひとり）

12,600円12,600円12,600円昼食付旅行代金（おひとり）

13,300円13,300円13,300円昼食付

旅行代金（おひとり）

17,400円17,400円17,400円昼食付

旅行代金（おひとり）

15,000円15,000円15,000円昼食付

旅行代金（おひとり）

15,000円15,000円15,000円昼食付旅行代金（おひとり）

15,000円15,000円15,000円昼食付

旅行代金（おひとり）

21,000円21,000円21,000円

令和3年6月13日●日・6月17日●木　 日帰り出発日兵庫県

令和3年6月27日●日・7月17日●土　 日帰り出発日京都府

令和3年6月26日●土・7月26日●月　 日帰り出発日三重県令和3年6月5日●土・7月4日●日　 日帰り出発日香川県 令和3年6月12日●土・6月26日●土　 日帰り出発日兵庫県

令和3年6月27日●日・7月27日●火　 日帰り出発日兵庫県

令和3年7月3日●土・7月11日●日　 日帰り出発日岡山県

令和3年7月29日●木・8月6日●金　 日帰り出発日滋賀県

7月22日●木●祝　 日帰り出発日京都府兵庫県

園内食べ放題の桃狩りと
日本遺産「ジャパンレッド」発祥の地！
吹屋の街並み散策

桃4個
お土産付

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ

初夏の味覚
淡路島・びわ狩り食べ放題

コース
1250

　　　  小豆島！
　　　　　 天使の散歩道エンジェルロードと
懐かしい時が流れる二十四の瞳映画村

コース
1245

各地＝八鹿7：00＝日生港～～～大部港＝
小豆島国際ホテル（ご昼食とエンジェルロード散策）＝オリーブ園＝
二十四の瞳映画村＝大部港～～～日生港＝八鹿20：45頃＝各地

日
帰
り

天皇家ゆかりの眼の観音様！柳谷観音拝観
咲き誇る10万本のゆり園と
三大ブランド牛食べ比べ御膳

コース
1248

コース
1252令和3年6月17日●木・7月1日●木　 日帰り出発日兵庫県

各地＝八鹿9：00＝都麻乃郷あじさい園（兵庫県内陸部では最大のあじさい園）＝
けんしん亭（播州百日どり・とり鍋）＝播州織物工房館（見学・お買い物）
＝八鹿17：20頃＝各地

日
帰
り

渓流・保津川下りと
嵐山の鈴虫寺

コース
1255

幕末の軍艦「NEW咸臨丸」
うずしおクルーズ
乳しぼり体験とバター手作り体験

コース
1256 伊吹山ドライブウェイお花畑満喫

5種類の牛料理食べ放題のご昼食　
コース
1265

コース
1253令和3年6月25日●金　 日帰り出発日京都府

各地＝八鹿7：30＝北野天満宮（無病息災を願う大茅の輪くぐりと宝物殿見学）＝
東林院（沙羅の花観賞と京のおばんざい御膳）＝嵐山（お買い物）＝
八鹿18：20頃＝各地

日
帰
り

伊勢湾一望のパノラマビュー
さわやか御在所ロープウェイ

コース
1254

天橋立さわやかウォーク コース
6036

令和3年7月2日●金　 日帰り出発日京都府

旅行代金（おひとり）

14,400円14,400円14,400円

コース
6037

令和3年7月14日●水　 日帰り出発日滋賀県

豊岡＝八鹿駅6：30＝琵琶湖バレイ山麓駅＋＋＋ロープウェイ山頂駅…
蓬莱山…少女郎ヶ池…ロープウェイ山頂駅＋＋＋山麓駅
＝八鹿18:10頃＝豊岡　（歩行時間約2時間20分）

日
帰
り

西国
三十三所観音霊場
（6番壺阪寺～8番長谷寺、番外法起院）

四国八十八ヶ所霊場
（1番 霊山寺～7番 十楽寺）

コース
7030

令和3年7月3日●土　 日帰り出発日徳島県

旅行代金（おひとり）

16,600円16,600円16,600円

コース
1257

昼食付

一面に咲き誇る「蓮」の花観賞と
最高級「アールスメロン」狩り体験

コース
1259令和3年7月10日●土　 日帰り出発日和歌山県

各地＝八鹿7：00＝舞妃蓮の郷（一面に咲き誇る蓮の花を観賞）＝
道成寺（ご昼食・自由参拝）＝農園紀の国（メロン狩り体験）＝
八鹿19：30頃＝各地

日
帰
り

マスクの中で大笑いよしもと祇園花月！！

コース
1246

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2021

コース
1262令和3年7月16日●金　 日帰り出発日

お参り

大人 12,800円12,800円12,800円
大人
体験なし11,400円11,400円11,400円
小学生11,200円11,200円11,200円

旅行代金（おひとり）

コース
7029

令和3年6月21日●月　 日帰り出発日奈良県

ー万葉の歴史を巡るー
第1回 葛城古道ウォーク　

コース
6034

令和3年6月4日●金　 日帰り出発日奈良県

5回参加

・2021年4月から2023年3月までの2年間
・景品は変更になる場合があります
・写真はイメージ

新・大和路ポイントはこのマークが目印　全7回コース参加で完歩プレゼント付♥

新シリーズスタート★全7回
大和路まほろばウォーク

旅行代金（おひとり）

13,000円13,000円13,000円

コース
6035令和3年6月16日●水　 日帰り出発日京都府ポ

歩イント
スタート!新

10回参加

モンベル
（ショートソックス）

モンベル
（フリースベスト）

このマークの
コース参加で
プレゼント
進呈

各地＝八鹿6：45＝あわじ花さじき＝大石観光農園＝津名（ご昼食）＝
たこせんべいの里＝淡路ハイウェイオアシス＝八鹿17：05頃＝各地

日
帰
り

豊岡＝八鹿7：00＝大原観光果樹園（桃狩り園内食べ放題）＝
吹屋（ご昼食と街並み散策）＝八鹿19：00頃＝豊岡

日
帰
り

各地＝八鹿7：00＝眼の観音様・柳谷観音拝観＝
篠山ゆり園（ご昼食とゆり園観賞）＝八鹿17：30頃＝各地

日
帰
り

各地＝八鹿7：00＝関ヶ原（ご昼食）＝伊吹山ドライブウェイ＝
伊吹山山頂（自由散策）＝八鹿19：30頃＝各地

日
帰
り

八鹿8：30＝出石＝成相寺（スタート）…傘松公園…
一宮（ご昼食）…松林…文殊（ゴール）＝出石＝
八鹿16：30頃

日
帰
り

各地＝八鹿6：30＝1番・霊山寺＝2番・極楽寺＝6番・安楽寺（ご昼食）＝
7番・十楽寺＝5番・地蔵寺＝4番・大日寺＝3番・金泉寺＝
八鹿20：05頃＝各地

日
帰
り

各地=八鹿駅6:30=8番・長谷寺…番外・法起院（参拝後ご昼食）=
7番・岡寺=6番・壺阪寺=八鹿駅18:50=各地

日
帰
り

各地＝八鹿6：35＝亀岡乗船場～～～保津川下り～～～嵐山下船場…
嵐山（ご昼食・お買物）＝鈴虫寺＝八鹿18：50頃＝各地

日
帰
り

八鹿7：20＝淡路島牧場＝うずしおクルーズ＝
淡路ハイウェイオアシス＝八鹿18：10頃

日
帰
り

豊岡＝八鹿7：00＝六地蔵石仏周辺…九品寺…一言主神社…
高鴨神社周辺＝柿の葉寿司（お買物）＝八鹿18：55頃＝豊岡

日
帰
り

豊岡＝八鹿7：30＝伏見・黄桜カッパカントリー…淀宿…
八幡周辺＝八鹿18：00頃＝豊岡

日
帰
り

各地＝八鹿9：40＝八つ橋庵とししゅうやかた（ご昼食とお買物）＝
よしもと祇園花月＝八鹿21：15頃＝各地

日
帰
り

各地＝八鹿7：00＝湯の山（ご昼食）＝御在所ロープウェイ＝
アクアイグニス（お買物）＝八鹿19：30頃＝各地

日
帰
り

各地＝八鹿8：15＝阪急西宮ガーデンズ（自由散策）＝
兵庫県立芸術文化センターにてオペラ鑑賞＝八鹿19：40頃＝各地
※自由食

日
帰
り

1Kgの
お土産付き

１日1,500本以上
売れる天船巻寿司
お土産付

潮風
感じて～

2万人が喝采！伝説のメリー改訂新制作
夢のオペレッタ開宴！ 「メリー・ウィドウ」

弁当付

弁当付
弁当付

※八鹿駅出発となります。
　豊岡方面・湯村方面のお客様は
　直接八鹿駅にご集合ください。

※緩やかな坂道を2km程度歩きます。
　履きなれた靴でご参加ください。

※ご乗車は
　八鹿駅・出石となります

初心者向き（標高90m）
山登りとなります

約12キロ

東海道ポイント

約11キロ

イメージイメージ
イメージ

イメージ

イメージ

東海道五十七次ウォーク
-第2回- 伏見宿から淀・八幡
続

約9キロ

さくらんぼ
企画

高野山参拝と古寺拝観
世界遺産醍醐寺と
興福寺

コース
1263令和3年7月21日●水　 1泊2日出発日和歌山県

4名
1室 32,000円32,000円32,000円
旅行代金（おひとり）

3名
1室 33,500円33,500円33,500円
2名
1室 34,500円34,500円34,500円
1名
1室 35,500円35,500円35,500円

2
日
目
お宿8：00＝高野山奥の院参拝＝（ご昼食）＝金剛峯寺＝
根本大塔・伽藍拝観＝大門＝八鹿19：00頃＝各地

1
日
目
各地＝八鹿7：30＝醍醐寺拝観＝伏見（ご昼食）＝興福寺…国宝館…
南円堂＝お買物＝奈良市内16：25頃　ホテルアジール・奈良（泊）

©写真提供：公益社団法人 和歌山県観光連盟

五つ星ひょうごの魅力たっぷり
「播州百日どり」のとり鍋
花の寺西林寺にある

「都麻乃郷あじさい園」
つ ま の さ と

約4キロ 初回お試し価格
初級

体感！！夏夏

©YOSHIMOTO KOGYO

レイクビューと
空中散歩気分を味わう

琵琶湖テラスと
蓬莱山ハイキング

シリーズ

写真はイメージです。

無病息災を願う

「大茅の輪くぐり」北野天満宮
沙羅双樹の寺 特別公開！

オオチ

174316_ZB_364x257_u

21.042101arima→


