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8
つ
の
品
質
宣
言
!!

お申し込みは１２月９日からです
お申込方法は裏面に！

新春号

NO.37/ 2023年
大切な地元の皆様へ

①うれしい地元発着
②おひとり様の参加、大歓迎！
③旅の魅力を「旅のしおり」に
④ツアー中は車内禁煙
⑤ツアーバスは安心トイレ付き
⑥お供させていただく添乗員が企画や手配を担当
⑦朝食におむすび又はパン付き（現在休止中）
⑧お食事は、できるかぎり地域の名物をご用意！
⑤～⑧は一部のツアーを除きます。

皆様こんにちは！
すっかり寒くなってきましたが元気にお過ごしですか？
紅葉が終わり、次は冬の味覚が美味しい季節！
元気いっぱい快適なバス旅行をお届けします♪
ツアーはぜひたび丸ツアーにご参加ください！
感謝

感謝
代表取締役 大家 敏史

①
京
都

②
兵
庫

萬福寺で頂く普茶料理
＆宇治周辺散策

1月12日（木）

旅行代金

円

①お客様から行ってみたい！との声を頂いた
食事 朝× 昼〇
夕×
萬福寺の普茶料理ツアー。
今回はゆったりお楽しみ頂きたく
ゆったりお時間をおとり致しました☆
各地(6:30頃～7:30)
※萬福寺はバス駐車場から約15分歩きます。
＝萬福寺（昼食２時間）
予めご了承ください。
＝平等院鳳凰堂・散策
②宇治周辺散策は平等院鳳凰堂の入場料付き！
（1時間30分）
宇治川沿いの景色やお買い物も
ごゆっくりお楽しみください★
＝各地(19:30～20:30頃）

⑤
滋
賀

・兎年に参る・

15,000

円

⑩
三
重

元離宮 二条城と
フレンチコースの昼食＆西利本店で
お買い物の京都堪能たび♪

1月27日（金）

13,500
食事 朝×

昼〇

夕×

各地(6:50頃～7:50)
＝三田屋本店やすらぎの郷
（昼食1時間30分）
＝めんたいパーク
（お買い物３０分）
＝有馬温泉周辺（散策２時間）
＝各地(18:20～19:20頃）

12,000
昼〇

円

夕×

各地(7:00頃～8:00)
＝東寺（始まり弘法２時間）
＝湯葉に（昼食１時間３0分）
＝清水坂周辺観光
（散策１時間30分）
＝各地（17:45～18:45頃）

二見興玉神社・夫婦岩も！
海女小屋で伊勢海老ご堪能☆

旅行代金

旅行代金

14,980

①「鮒鶴」が京都中にその名を轟かせたのは昭和2年。
当代きっての宮大工が手がけた大料亭でした。
平成20年、新たな歴史の幕を開けたFUNATSURU。
昼〇
夕×
コンセプトは“新旧が融合したジャパニーズモダン” 食事 朝×
今回はフレンチコースをお楽しみください！
②1603年、江戸幕府初代将軍の徳川家康が
各地(7:35～8:35頃)
二条城の築城を指示。当時天皇の住んでいた
＝FUNATSURU KYOTO
京都御所の守護と将軍上洛の際の宿泊にする為、
KAMOGAWA RESORT
二条城は築城されました。国宝に指定されている
（昼食1時間30分）
二条城の「二の丸御殿」。内部には33室の部屋と
＝元離宮 二条城（1時間）
800畳余りの広さを誇る空間が存在し、
＝京つけもの 西利本店（30分）
代表的な「松鷹図」をはじめ、将軍の威厳を示す
＝各地(17:10～18:10頃)
虎や豹などの障壁画が飾られています。

円

1月30日（月）
①たび丸ツアー大人気企画！
海女小屋はちまんかまどの伊勢海老ツアー！
伊勢海老まるまる1匹やサザエ、大アサリ等の
海鮮を目の前で焼いていただきます！
②今回は伊勢神宮ではなく二見興玉神社と
夫婦岩を観光！めおと横丁でのお買い物時間も
お取りします♪
③伊勢志摩真珠館では、真珠が宝石としての
輝きを放つために必要な加工工程を
間近でご覧いただけます。

14,900

円

食事 朝×

昼〇

夕×

各地(6:30頃～7:30)
＝海女小屋はちまんかまど
（昼食1時間15分）
＝伊勢志摩真珠館（30分）
＝二見興玉神社・夫婦岩
（1時間30分）
＝各地(19:00～20:00頃)

昼〇

円

夕×

各地(6:30～7:30頃)
＝天橋立ホテル
（昼食1時間30分）
＝智恩寺（文殊堂）
（自由散策40分）
＝橋立やまいち
（お買い物30分）
＝各地(18:35～19:35頃)

12,000

円

食事 朝×

昼〇

夕×

各地(6:15～7:15頃)
＝慶雲館（長浜盆梅展見学50分）
＝北ビワコホテルグラツィエ
（昼食1時間30分）
＝彦根城周辺（散策1時間30分）
＝各地(18:00～19:00頃)

来年は兔年！
安志加茂神社で
大干支飾りを見に行こう！

1月31日（火）
①夢乃井では華やぎ会席をご用意しました！
②安志加茂神社は上賀茂神社の分霊を奉祀し、
播磨国安庄の荘園鎮守・総社として
建立された神社です！
毎年飾られ、稲穂で作られる大干支飾りは
1度は見る価値あり！
③姫路エリアで、手土産やご挨拶のお菓子として
絶大な人気を誇る、おかき処「播磨本店」。
全国に直売店を持つが、姫路店は建物なども、
歴史情緒たっぷりで、茅葺屋根を使った
和建築と、広々とした日本庭園が美しいお店と
なっております！

15,500

円

昼〇

12,980

円

兵庫県立美術館＆
北野異人館でちょっぴりオシャレたび

1月25日（水）

旅行代金

①故国を離れた外国人たちが、海の見える
高台に邸宅を構えたことで誕生した町。
いまもなお残る異国情緒をお楽しみください。
②昼食は異人館街周辺で頂くフレンチ。
地産地消へのこだわりをもったコース料理！
ちょっぴりオシャレな旅にぴったり★
③安藤忠雄建築で最近話題になっているところ
が多いですが、兵庫県立美術館もその一つ。
屋外スペースには緑のリンゴと海の芸術など
素敵な風景をお楽しみ頂けるかも！？

11,000

円

食事 朝×

昼〇

夕×

各地(7:30頃～8:30)
＝北野工房のまち
…ビストロカフェドパリ
…北野異人館街
＝兵庫県立美術館
＝各地(18:00～19:00頃）

☆全国旅行支援について☆

旅行代金

食事 朝×

旅行代金

①熱田神宮は大都会にありながら静寂で
市民の心のオアシスとして親しまれています。
28の社や境内にある古木などがパワースポット
食事 朝× 昼〇
夕×
で、世界中からご利益を求める人が訪れています。
②昼食は名古屋の名物ひつまぶしをご用意！
各地(6:15頃～7:15)
③徳川家康が築いたお城。
＝熱田神宮（参拝30分）
金のしゃちほこで有名な天守閣ですが、
＝八百彦本店（昼食1時間）
本丸御殿などその他も魅力がたくさん！！
1時間30分お取りしてますので
＝名古屋城（1時間30分）
ゆったりお楽しみください★
＝各地（18:15～19:15頃）

⑧
兵
庫

旅行代金

①歴史・規模ともに日本一の新春の催事
「長浜盆梅展」。明治時代に建てられた
慶雲館のお座敷に、ずらりと並んだ盆梅は
見ごたえたっぷり！館内には梅の香りが
広がり、ご来場いただいた皆様の心を
癒します。約300鉢の中から開花時期に
応じて入替を行っているので、常に見頃の
盆梅を約90鉢を展示しています。
②姫路城などとともに天下の名城の一つに
数えられる彦根城は、約20年の歳月を
かけて建設され、1622年に完成しました。
※入城料は含まれません。

⑪
兵
庫

19,800

食事 朝×

＼金のしゃちほこで有名な／
名古屋城
＆ひつまぶし御膳で名古屋満喫

1月16日（月）

～第72回～
長浜盆梅展＆彦根城散策の旅

1月24日（火）

旅行代金

食事 朝×

①皆様のリクエストにお応えして、昼食にかに
御膳をご用意しました！カニは姿盛りを含めた
全9品の御膳となっております。
※諸事情により料理内容が替わる場合が
ございます。
②かにの昼食をお召し上がりいただいた後は、
日本海の海の幸が並ぶ橋立やまいちでお買い
物の時間をお取りします！カニ尽くしのツアー
となっていますので食べたり買ったりと
楽しんでいただけます♪

⑦
滋
賀

④
愛
知

旅行代金

円

湯葉料理＆清水寺散策の旅

①東寺弘法市は新春の１月21日に行われる
弘法市のことです！
弘法市では普段骨蓋品・古道具・衣類・食べ物
などを販売する1000店以上が出店されます！
初弘法では干支の置物・カレンダーなど新春の
風情を感じさせる商品を販売する店も見られ、
多くの人で大変賑わいます！
②湯葉にでは竹会席をご用意いたしました！
新鮮な生湯葉をふんだんに使っての料理は、
製造元直営の料亭ならではの贅沢。
ほんものの湯葉のおいしさ、
たっぷりとお楽しみください！
③清水坂にはお土産物屋さんがずらり！
お買い物＆散策をお楽しみください！

新春カニカニ♪

茹でがに姿盛りつき昼食御膳
日本海の幸を食べて・買って
まんぷくの旅

1月15日（日）

始まり弘法市と

1月21日（土）

旅行代金

①170年余りの悠久の年月をかけて
現在の黒毛和牛の肥育という形により、
近江牛を育成しており、近江牛専門店として
精肉販売とレストランを積極的に展開し、
食事 朝× 昼〇
夕×
好評を博しています。
②三尾神社の境内のあちこちには多くの兎の絵や
造り物が見られます。拝殿の前には「めおと卯」 各地(7:00～8:00頃)
＝岡喜 本店（昼食1時間3０分）
と名付けられた二羽の兎が置かれていたり、
＝ラコリーナ近江八幡（1時間）
門を入った右側には可愛い親子の兎が新しく
＝三井寺（30分）
置かれました。拝殿を見上げると破風にも
…三尾神社（25分）
数羽の兎の彫刻等が見られます。
＝各地(19:00～20:00頃)
卯の年の令和5年にぴったりの神社です！

⑨
京
都

旅行代金

①三田屋本店ならでは、鉄板黒毛和牛ステーキ
ランチをご用意！世界で初めての能舞台のある
レストランで素敵な時間をお楽しみください！
②めんたいパークは、知って楽しい食べて楽しい
無料で見学できる明太子工場に、
できたての明太子直売店、めんたいランドや
フードコートなどがあります！
③日本三名泉の１つである有馬温泉は、
日本最古の湯ともいわれ、赤茶色の金泉や
無色透明の銀泉が沸きでて、それぞれ異なる
泉質を楽しむことができます！
湯めぐりや食べ歩き、お買い物を
お楽しみください！

⑥
京
都

三尾神社
ラコリーナ近江八幡で
新春お買い物満喫たび

1月20日（金）

有馬温泉周辺散策と
三田屋本店で頂く黒毛和牛ランチ♪

1月13日（金）

14,500

③
京
都

2023年1月14日以降に
全国旅行支援が再開される予定です。
現時点でのキャンペーン内容は下記の通りです。
（11月30日現在）
・日帰り旅行代金の20％支援（最大3000円まで）
・お買い物クーポン最大2000円付き

夕×

各地(7:50頃～8:50）
＝夢乃井（昼食1時間30分）
＝安志加茂神社（１時間）
＝播磨屋本店姫路店（30分）
＝各地(19:30～20:30頃）

詳細が発表され次第、
お申込みいただいたお客様に
割引金額等お知らせいたします。

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より、色つきのガイド線を消してから変換してください

チラシ・フライヤーのデザインテンプレート
(B4 257 mm×364 mm )

☆2022→2023年年越しツアー☆

★初詣シャトルバスツアー ★

知恩院参拝と比叡山で
初日の出を見に行こう！

伊勢神宮外宮・内宮
散策＆初詣たび！

1月5日（木）

シャトルバスツアーについての注意事項
⑴添乗員は同行いたしません。

旅行代金

⑵食事は付いておりませんので昼食等は現地で各自でお願いします。
⑶座席は指定席となっております。乗車時にご確認お願い致します。
⑷車種は大型バス(トイレ付きorトイレなし)、中型バス、
マイクロバスのいずれかとなります。

5,000

円

①地元の方から「お伊勢さん」と呼ばれ、
古くから日本人の心のふるさととして
親しまれてきた伊勢神宮。
伊勢神宮は１つの神社ではなく、皇大神宮と
豊受大神宮を中心とした125社のお宮とお社の
総称のことで、正式には「神宮」といいます。
②おかげ横丁でお食事やお買い物を
お楽しみください。

食事🍙 朝×

昼×

夕×

各地(6:00～7:00頃)
＝伊勢神宮 外宮（50分）
＝伊勢神宮 内宮・おかげ横丁
（3時間）
＝各地(19:00～20:00頃）

※散策時の拝観料等は含まれておりません。

＼新春初詣／

★世界遺産★

春日大社で初詣＆散策！

1月6日（金）

旅行代金

①「春日大社」は768年、平城京の守護と国民の繁栄を
祈願するために創建された神社で全国に約1,000社ある
「春日神社」の総本社です。神が白鹿に乗って奈良の
地にやってきたとされていることから、
鹿が神使とされています。
※奈良県「いまなら。キャンぺーン2022+」割引対象商品です。
適用には3回のワクチン接種証明書または抗体検査の陰性証明書
・身分証明書の提示が必要です。
（ワクチン未接種及び抗体検査も受けられない方は通常料金での
ご案内となります。）

京都三社参り

1月8日（日）

5,000円

2,500

円

食事🍙 朝×

昼×

夕×

各地(8:00～9:00頃)
＝春日大社（4時間）
＝なら和み館（30分）
＝各地(16:30～17:30頃）

旅行代金

5,000

円

①新春恒例、京都の寺社を巡る初詣ツアー！
歴史と伝統の都市、京都市左京区に位置する下鴨神社。
縁結びや美にゆかりが深い、女性にとって注目の
パワースポットです。
②おなじみの歴史あるお稲荷さんの「千本鳥居」。
願いごとが「通るように」または「通った」という
お礼をこめて、鳥居の奉納が広まったことによるもの
だとされています。

食事🍙 朝×

昼×

夕×

12月31日（土）～１月１日（日）
初日の出ツアー！約５年ぶりに企画いたしました☆
京都で１番有名な知恩院で年越し＆除夜の鐘＆初詣の
時間をたっぷり240分ご用意致しました！
合わせて、比叡山にて初日の出も見に行きます！
知恩院周辺には、歩いて行ける八坂神社や平安神宮が
あります☆そちらまで足を運んで頂くことも可能です。
八坂神社や平安神宮などと合わせて初詣と屋台を楽し
まれている方が多く、屋台を巡りながら他の神社を
回れるのは、知恩院の初詣の1つです！

12,500

①知恩院の大鐘は古来より日本最大級の大梵鐘と
して広く知られています。１２月３１日の大晦
日には、「えーいひとーつ」「そーれ」の」掛 夕食はお弁当とお茶をご用意！ 夜食付きです☆
け声のもと、親綱、子綱を１７人の僧侶が最大
食事 朝× 昼×
夕〇 夜食〇
最大限の利から一打一打除夜の鐘を打ち鳴らし
ます。撞く数は私たちが持つ煩悩の数１０８一
年の煩悩を払いのけ、清らかな心で新しい新年
を迎える伝統儀式です！
各地(18:40～19:40頃）
②文化遺産にも登録されている延暦寺への参拝客
＝知恩院周辺（自由散策４時間）
も多く訪れる夢見が丘の展望台からは、琵琶湖
＝比叡山ドライブウェイ
が一望出来ます！西に京都、東に大津の街を
夢見が丘展望（４時間）
一望できるドライブウェイで、運が良ければ伊
＝各地(10:30～11:30頃）
吹山など遠望する山頂付近からは雲海から顔を
出す初日の出を見ることができるかもしれません！

各地(7:30～8:30頃)
＝下鴨神社（30分）
＝清水坂周辺（3時間）
＝伏見稲荷大社（1時間30分）
＝各地(17:50～18:50頃）

基本乗車場所
★国道コース★
・妙寺伊都消防本部前
・かつらぎ町役場前
・笠田オークワ前
・笠田小学校前
・紀の川万葉の里「道の駅」
★南北コース★
・旧たび丸ツアー事務所
・笠田駅前
・道の駅くしがきの里
★河南コース★
・三谷公民館
・渋田交番前
・島交差点

【和歌山市】
・和歌山市駅(雄橋)
・和歌山駅東口

【紀美野町】
・紀美野町役場

【岩出市】

【橋本市】

【かつらぎ町】

★国道コース★
・シャトレーゼ橋本店前
・高野口駅前
・焼肉レストラン牛苑前
・ローソン橋本神野々店前
・橋本市役所前
・橋本駅前
・にぎり長次郎橋本店前
・セブンイレブン橋本隅田町店前
★林間田園都市コース★
・あやの台中央バス停付近
・小峰台中バス停付近
・城山台センターバス停付近
・林間田園都市バス停付近
・御幸辻交差点
★河南コース★
・橋本橋南詰バス停付近
・紀伊清水駅前バス停付近
・南馬場バス停付近
・学文路駅前バス停付近
・九度山文化スポーツセンター前
・道の駅「柿の郷くどやま」

・紀泉台自治会館前
・あいあいセンター前
・市民総合体育館前
・スーパーネゴロ岩出店前

円

知恩院の鐘は日本三大鐘楼にも数えられる本当に立派
な鐘です！１年に１度は知恩院の鐘の音を聞きながら
年越しされてはいかがでしょうか？

※散策時の拝観料等は含まれておりません。

※散策時の拝観料等は含まれておりません。

旅行代金

お申込み方法

🎍年末年始の営業について🎍
誠に勝手ながら、
12月29日（木）～1月4日（水）は
休業とさせていただきます。
1月5日（木）９：３０～通常営業いたします。
お客様にはご不便をお掛けしますが
何卒よろしくお願い致します。

１２月９日(金)9：30より電話・店頭にて受付いたします。
営業時間：9:30～17:30（日・祝休み）

【紀の川市】
・紀の川市役所那賀支所前
・日の丸観光バス紀の川営業所前
・粉河駅前南側ロータリー
・よってって打田店前
・下井阪オーストリート付近

【桃山町】
・桃山支所(旧桃山町役場）

【貴志川町】
・貴志川支所（旧貴志川町役場）

お申込み条件：１名様より参加可能(一部除く)
(奇数名申込の場合、相席となる場合があります)
※予約時に代表者様とお連れ様の以下の項目を
お伺いいたしますのでご準備ください。
①氏名
②生年月日(旅行保険の為)
③住所
④電話番号(自宅・携帯)
⑤緊急連絡先
⑥乗車地
⑦お支払い方法
⑧お食事のアレルギー

《バスの座席について》
基本的にはお申し込みいただいた順に、
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）をご希望の方は、
ご予約時にお申し付けください。(先着順）

畑上

珠弓

本松

大策

小坂

理奈

川口

柊哉

※有料＠500円追加となります
《各地集合時間・乗車場所について》
出発日の約2週間前までに案内状にて
お知らせいたします。
乗車地の変更は、なるべく出発日の
１５日前まで にご連絡ください。

＊乗車場所によってはマイクロバスや専用車でお迎えに上がる場合がございます。

上辻󠄀 あかり

馬場

日奈里

〒649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野1395-1（日の丸観光バス旧本社）

■食事回数／ 各ツアーの詳細をご覧ください。 ■添乗員／同行有 ■バスガイド／同行無 ■利用車種／大型バス、又は中型バス■座席／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。 ■最少催行人員／10名様（人数に満たない場合
は催行を中止する場合がございます。又、ツアーによって最少催行人員が変わ可能性がございます。） ■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（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後にお渡しするご旅行条件書及び当社旅行業約款によるものとします。 ■最終日程
表／原則、出発の1週間前までにお渡しいたし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、旅行当日のお渡しになる場合があります。 ■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・国内旅行傷害保険 ■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（宿泊付きの場合は20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％・無連絡や旅行開始後(バスの出発時間を
過ぎた時点) 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。

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より、色つきのガイド線を消してから変換してください

【企画･実施】
和歌山県知事登録旅行業第2-290号
旅行業務取扱管理者
畑上 珠弓
国土交通大臣指定 社団法人全国旅行業協会会員
ツアー運行バス会社：日の丸観光バス株式会社

