
①コース番号②発着地③出発日④代表者のお名前･
性別⑤生年月日⑥住所⑦電話番号⑧同行者のお名
前･性別⑨同行者の年齢⑩任意保険加入の有無
〈個人情報の取扱い〉当社は旅行申込の際に頂いた
個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用さ
せていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行にお
いて運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び
それらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内
で利用させていただきます。※このほか弊社では、将来、
よりよい旅行商品の開発のための分析や、弊社の旅
行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様
の個人情報を利用させて頂くことがあります。

お申し込みの際に

チラシ番号 9030
※お電話の際にお伝え下さい

[ 営業時間 ]月～土／10時～15時 [ 定 休 日 ] 日曜日・祝日（※臨時休業あり）

株式会社JTN
☎052-269-2700

お申し込み・お問い合わせは… 旅気分バスツアー

旅行企画・実施：株式会社 JTN
〒460-0007 名古屋市中区新栄1-6-15
愛知県知事登録旅行業第2-1065号
（一社）全国旅行業協会（ANTA）正会員
総合旅行業務取扱管理者：浅利 昇

※電話が大変混み合い、ご迷惑をおかけする場合がございますので予めご了承願います。
※出発日は2022年3月15日現在の予約状況に基づいて掲載しており、コースに
　よっては満席の場合や、キャンセル状況により催行が中止となる場合がございます
　のでご了承下さい。

バスツアー共通集合場所のご案内
※詳しい集合場所の地図は、お申し込み時の資料に添付致します。※ホームページでも詳細な集合場所をご覧頂けます。
＜愛知県＞
●名古屋 ･･･JR各線「名古屋駅」
●一　社 ･･･ 地下鉄東山線「一社駅」
●一　宮 ･･･JR東海道本線「尾張一宮駅」
●稲　沢 ･･･JR東海道本線「稲沢駅」

●津　島 ･･･ 名鉄津島線「津島駅」
●愛　西 ･･･ 愛西市役所前
●弥　富 ･･･ 近鉄名古屋線「近鉄弥富駅」

お車で送迎をされる場合、バスの停車予定場所に駐車されますと、バスが進入できずに近隣への交通障
害を引き起こす場合がございます。お近くのコインパーキングなどのご利用をお願い申し上げます。

ご
注
意

マイカーで行く！お得な宿泊プラン

マイカーで行く！お得な日帰りプラン

●マイカー又は公共交通機関をご利用下さい
※表示料金は全て消費税・サービス料込みとなります。※アトラクション・エンターテイメント・イベント・展
示物等は施設の諸事情により予告無く休止または中止する事がございます。※バスツアーではございません※継
続プランとなりますので、お申し込みの際、満室の場合がございます。ご了承下さいませ。画像は全てイメージ。

他にもいろいろなプランが盛りだくさん !!
詳しくはホームページをご覧下さい！

全4コース

全 2コース ※バスツアーでは
　ございません。

コース番号：703800 旅行代金

4月1・4～8・11～15・18～22・25～28
大人 3,980円

小人（小学生） 3,680円
幼児（3歳～未就学児） 2,980円

4月2・3・9・10・16・17・23・24・29・30
5月1～8

大人 4,280円
小人（小学生） 3,980円

幼児（3歳～未就学児） 3,280円

設定日 4月1日～5月8日
利用施設　　　　　蒲郡オレンジパーク（昼食・いちご狩り・大福作り体験・ソフトクリーム）※昼食は11:30になります。

食事 昼1

いちご狩り食べ放題＆苺大福作り体験＆
アサリ釜飯ランチ付き日帰りプラン

詳細はこちら

★いちご狩り食べ放題！ 
　※食べ放題は時間制限無し。
　※練乳ミルク付き
　　（練乳ミルクはおかわり自由）
★苺大福作り体験（2個）
★いちごソフトクリームのおやつ付き
★アサリ釜飯御膳の昼食
　（小人、幼児はカレー釜飯御膳）

愛知県
蒲郡市

いちご狩り

いちご狩り

昼食（イメージ）いちごソフトクリーム

苺大福
作り体験
（2個）

コース番号：703700 旅行代金

4月2・3・9・10・16・17・23・24・29・30
5月1～8

大人 4,800円
小人（小学生） 3,300円

幼児（3歳～未就学児） 2,000円

設定日 4月2日～5月8日
利用施設　　　　　蒲郡オレンジパーク（昼食・いちご狩り・ソフトクリーム）
※昼食は11:00または13:00になります。お申し込みの際にどちらをご希望かをお伝え下さい。

食事 昼1

旬のいちご狩り＆苺スイーツ食べ放題＆
牡蠣・サザエ・ホタテ 海鮮浜焼き食べ放題付き日帰りプラン

詳細はこちら

★高設栽培により、泥などの汚れからも守り、
　立ったまま気軽にいちご狩りを楽しんでいた
　だけます。いちご狩り食べ放題は時間制限無
　しで、練乳ミルク付き
　（練乳ミルクはおかわり自由）
★牡蠣、サザエ、ホタテ、海老、フルーツなど
　全部食べ放題！
　さらに！企画者オススメのブラックカレーも食べ
　放題！ソフトドリンクも飲み放題！
　さらにさらに！自社農園で採れた苺を使用した
　苺スイーツも食べ放題！

いちご狩り食べ放題！

いちごソフトクリームの
おやつ付き

牡蠣食べ放題付き
海鮮浜焼き食べ放題！
（60分）

愛知県
蒲郡市

苺スイーツ食べ放題

昼食（イメージ）

★夕食は飲茶・ソフトシェルクラブ・海老チリ・牛肉XO醤炒めなど、約50種の
本格中華料理オーダーバイキング！デザートやソフトドリンクも食べ飲み
放題！熱々出来たての本格中華料理をお席で注文できるオーダーバイキ
ング形式で、席を立たずに食べ放題が楽しめます。
★ニュー渥美観光で旬のいちご狩り30分食べ放題！
※いちご狩りは2日目になります（受付10：00～ 12：00の間）

詳細はこちら

※1室あたり大人2名様以上でお申し込み下さい。※幼児は3才～未就学児、小人は小学生になります。※オプションの朝食は、幼児のお子様は
無料となります。※乳児(0歳～2歳)はお食事・寝具なしです。お申し込みの際にお伝え下さい。※添い寝（小人・幼児対象）…添い寝の方は寝具
無し、食事（夕食）、いちご狩り付きです。※1名1室や添い寝利用の際はメールでお問合せ下さい。

コース番号
678600 旅行代金

2～4名1室
大人 13,000円
小人 8,000円
幼児 7,000円

1名1室 大人 15,000円

添い寝
添寝小人 6,000円
添寝幼児 5,000円

宿泊 ロワジールホテル豊橋（1泊夕食）
食事 1泊夕食付き（お食事はレストランにて）
※オプションでホテル朝食「バイキング」大人1,260円（通常1,760円）、小人880円をご用意して
　おります。ご希望の方は事前にお申し込みください。幼児（3歳～未就学児）の朝食は無料です。

設定日 ～5月30日 ※除外日：3月17､ 4月29～ 5月5､27､28

ロワジールホテル豊橋で本格中華料理オーダーバイキング＆
いちご狩り付き宿泊プラン

飲茶 ソフトシェルクラブ 海老チリ 牛肉 XO醤炒め

夕食（イメージ）
お席で注文！
席を立たずに食べ放題！ いちご狩り

2日間パスポート付き！

パルケエスパーニャ志摩スペイン村

オフィシャルホテル
宿泊プラン

宿泊施設ホテル志摩スペイン村設定日 2022年5月31日まで

※幼児（3才～未就学児）食事・寝具
なし ホテル2DAYパスポート代3,400円
（朝食バイキングの場合3才～未就学
児別途1,210円）※乳児（2才以下）食
事・寝具なし無料※1室3名様以上
ご利用の場合はツイン＋エキストラベッ
ドまたはソファーベッドの利用となりま
す。※添い寝のお子様は、通常料金
のお客様1名につき幼児1名までが対
象となります。※入湯税が別途かかり
ます。（中学生以上 お一人様150円 
1泊ごとにかかります）

コース番号：673700
旅行代金（おひとり様）大人・小人同額 4名様1室 3名様1室 2名様1室

4月3～8、10～15
5月8～13、15～20、22～27、29～31 9,900円

4月17～22、24～27 10,300円 11,400円
4月1、2、9、16、23、28　5月5～7、14、21、28 11,300円 12,400円
4月29、30　5月1～4 18,960円 21,440円 26,390円

■1泊朝食+ホテル2DAYパスポート付き（サービス料・消費税込）
ⒸSHIMA SPAIN VILLAGE CO.,LTD.

詳細はこちら

三重県
志摩市

ホテル志摩スペイン村（中庭）

1 泊 2食付きのコースもあります。詳しくはホームページをご覧下さい。

「ひまわりの湯」入浴券付き!

他にも、水洗トイレ・
バス・冷蔵庫・
テレビ完備！！

手ぶらで楽々別荘気分！宿泊プラン
特 典
もりもり！！

宿泊代金（おひとり様）

7,000円
スペシャルデーなんと！

※幼児4歳未満、食事・寝具なし（添い寝）で無料※
小人（小学生）は大人と同料金※大人・小人3名以
上でお申し込み下さい※添い寝のお子様は、ベッド1
つに1名様まで

特典満載！！

1泊 2食付き 温泉入浴券付き フィッシング体験付き

●宿泊代込み　●朝食セット付き
●ウェルカムソフトクリーム付き
●夕食BBQ食材セット付き
　(BBQ食材に含まれる牛肉は地元根羽村産！)
●ひまわりの湯温泉入浴券付き
●平谷湖でフィッシング体験付き

ソフトクリーム付き

ご宿泊日（コース番号:6722）　 宿泊代金
（おひとり様）

幼児4歳～未就学児
添い寝・食事あり

スペシャルデー
4/24～28
5/8～13、15～20、22～27、29～31
6/1～3、5～10、12～17、19～24、26～30
7/1、3～8、10～15、18～21　8/29～31

7,000円 5,500円

4/23　5/14、21、28
6/4、11、18、25　7/2、9、22、24～29、31
8/1～5、7～10、17～19、21～26、28

10,000円 7,000円

7/16、17、23、30　8/16、20、27 12,000円 7,500円

4/29、30　5/1～7　8/6、11～15 14,000円 8,000円

詳細はこちら

宿泊施設 ファームイン根羽
内観

夕食は宿泊施設の
テラスでBBQ！

地元根羽村産の
根羽和牛を使用！

（イメージ）

一棟貸しプランもあります!!
詳しくはホームページを

ご覧下さい。

長野県
根羽村

豊田市のお隣 !!

「ひまわりの湯」入浴券付き

湖でフィッシング体験付き

現地アクティビティーがお得に楽しめる!!
※アクティビティーの開催期間は7/16～8/30になります

さらに特典 !!さらに特典 !!さらに特典 !!
ドラム缶ピザ作り
体験無料！

●上記以外は料金表を参照

4,500円

カレープラン おひとり様

すべて含んで！ 温泉入浴券
付き！

地元高原野菜と根羽牛※でおいしい夕食作り♪

1泊2食付き キャンプ道具一式付き温泉入浴券付き

長野県
根羽村

豊田市のお隣 !!

●３名（4歳以上）よりお申し込み下さい。
※幼児（4歳～未就学児）は食材なし・寝袋
　付きの場合1,000円引き
※根羽牛はバーベキューコースのみとなります。

南信州・根羽村

デッキテント

今年はGWもやってる!!みんなで高原キャンプに出かけよう!!

お手軽キャンプ宿泊プラン！

スペシャルデーなんと！

★調理道具・カセットコンロの貸出 
★朝食・夕食用食材
★炭または薪（BBQコースのみ）
★紙皿・割り箸
★レンタル寝袋
★バンガローまたは
常設テントの
宿泊費

食材

手ぶらでOK！楽々

詳細はこちら

部屋 バンガローまたはデッキテント
食事 高原野菜カレー

（コース番号:6701）
根羽牛BBQ

（コース番号:6702）

5/8、13、15、20、22、27、29
6/3、5、10、12、17、19、24、26
7/1、3、8、10、15、18～21、25
8/1、22～26、29、30

4,500円 5,500円

5/14、21、28
6/4、11、18、25
7/2、9、22、24、26～29、31
8/2～5、17～19、21、28

5,500円 6,500円

4/29、30
5/1～7
7/16、17、23、30
8/7～9、16、20、27

6,000円 7,000円

8/6、10～15 7,000円 8,000円

シャワークライミング

ツリートレッキング

他にもアクティビティーが
盛りだくさん!!

一棟貸しプランもあります!!
詳しくはホームページをご覧下さい。

★道の駅「めっくんはうす」で地元特産品のお買い物！
★蒲郡海鮮市場で新鮮な海産物のお買い物！　
★案内人付きで八丁味噌蔵見学！
★味噌田楽の試食付き！　★赤だし味噌100ｇ(お土産)
※選べる丼は7店舗の中から1店舗にて、お好みの丼1品（魚喜の海鮮丼、
　地元直送海鮮丼、特選握り10貫、まぐろ丼、三河一色産鰻まぶし丼、
　ネギトロ丼、日替わり定食）をお選び下さい。
　当日なくなり次第、終了になるメニューもございます。予めご了承下さい。

各地出発→まるや八丁味噌（味噌蔵見学）→蒲郡海鮮市場
（お買い物）→ラグーナテンボス（昼食、お買い物）→渥美（メロン
狩り&半玉ご賞味）→道の駅田原めっくんはうす（お買い物）→えび
せんべい共和国（お買い物）→各地到着（18:30～19:10）

メロンの大恩返し！
メロンのお土産3玉＆メロン半玉ご賞味

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
101300 名古屋（8:00）一　社（8:40） 12・18・26・28　　　7・16・207月6月

行程

詳細はこちら

食事 昼1（食事券利用）

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

赤文字
出発日 9,880円 9,380円

青文字
出発日 9,980円 9,480円

伊良湖産マスクメロン2玉狩り
!

さらにお土産用メロン1個の

合計3玉付き

さらにさらに!
マスクメロン半玉ご賞味

7店舗から選べる丼ランチ付き

❶高級フルーツ！マスクメロン狩り（1玉）
❷うなぎ釜飯御膳の昼食！
❸マスクメロン半玉の御賞味付き
❹3つの道の駅で地元特産品のお買い物
❺国の天然記念物「竹島」を散策
❻日本七弁天の１つ、八百富神社を自由参拝！竹島内にあり、
　開運・縁結びのご利益で知られます。
❼案内人付きで味噌蔵見学　　❽味噌田楽ご賞味
❾三河せんべい1枚（お土産）　10赤だし味噌100ｇ（お土産）

各地出発→まるや八丁味噌（見学）→道の駅・
藤川宿（お買い物）→えびせんべい共和国（お買い物）
→蒲郡（昼食、マスクメロン狩り）→竹島（自由散策、
八百富神社自由参拝）→蒲郡海鮮市場（お買い物）
→道の駅 筆柿の里 幸田（お買い物）→道の駅 にし
お岡ノ山（お買い物）→各地到着（17:40～18:20）

マスクメロン1玉狩り＆半玉御賞味＆
うなぎ釜飯御膳＆3つの道の駅めぐり

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
101500 名古屋（8:00）一　社（8:40） 5・11・20・25　　　9・17・26・30
101537 一　宮（7:50）稲　沢（8:15） 25　　　　　　　　 17
101542 津島（7:40） 愛西（7:55）弥富（8:15） 26　　　　　　　　 16

7月
7月
7月

6月
6月
6月

行程

詳細はこちら

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

赤文字
出発日 7,880円 7,380円

青文字
出発日 7,980円 7,480円

〈お楽しみ10大ポイント〉

食事 昼1

マスクメロン狩り マスクメロン
半玉御賞味!

昼食（イメージ） 竹島

道の駅

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 9,980円 9,480円

名古屋発→駒ヶ根（早昼食）→清泉寮（自由散策）→萌木の村（散策）→南清里（さくらんぼ狩
り）→名古屋着（19:20）

山梨で大玉さくらんぼ狩り＆清里・清泉寮＆
3種のしゃぶしゃぶランチ

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
101900 名古屋（8:30） 2・3・8・9・107月

行程

詳細はこちら

★人気品種「佐藤錦」又は大玉品種「紅秀峰」を含んだ、大玉
　さくらんぼ狩り30分食べ放題！さくらんぼの大きさは大玉Ｌ
　玉以上で、今回はさらに大きい2Ｌ玉も必ず含んださくらんぼ
　をご用意しました。果汁たっぷりで、果肉が厚く食べ応えが
　ある大玉さくらんぼを心ゆくまでお召し上がりください。
★牛・豚・馬の3種のしゃぶしゃぶランチ
さらに！寒天ゼリーのデザート付き
★清里の定番スポット「萌木の村」を自由散策！
★清里の人気スポット「清泉寮」を散策！
★りんごパイ1個（お土産）
※昼食は少し早めの10：40頃を予定しています。
※さくらんぼの品種「佐藤錦」「紅秀峰」は選べませんので、
　予めご了承下さい。

リピーター続出!

食事

早昼1

さくらんぼ

昼食（イメージ）

清泉寮 清里・萌木の村

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 9,480円 8,980円 食事 昼1

各地出発→恵那銀の森（お買い物）→
飯田（昼食）→元善光寺（御開帳）→フルー
ツ農場（ジュース御賞味）→さくらんぼ狩り→
道の駅「南信州とよおかマルシェ」（お買い
物）→各地到着（18:00～18:50）

人気の佐藤錦を含む！旬のさくらんぼ狩り&
信州産キノコと豚しゃぶ御膳

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
101100 名古屋（8:10）一　社（8:50） 18・19・21・24・25・26・28
101146 稲　沢（8:20）一　宮（8:45） 18・26
101148 弥富（7:55）愛西（8:15）津島（8:30） 19・25

6月
6月
6月

行程

詳細はこちら

おしゃれスポット
「恵那銀の森」のお買い物付き!

〈お楽しみ8大ポイント〉
❶人気の品種「佐藤錦」を含む！さくらんぼ狩り食べ放題
❷信州産キノコと豚しゃぶ御膳の昼食
❸道の駅「南信州とよおかマルシェ」でお買い物
❹食と自然のテーマパーク「恵那銀の森」でお買い物
❺7年に1度の御開帳！元善光寺を参拝
❻農園でフルーツジュース御賞味
❼フルーツゼリー1個（お土産）　❽出汁パック1袋(お土産）

恵那銀の森でお買い物!

さくらんぼ

昼食（イメージ）

道の駅でお買い物!

元善光寺御開帳!

★道の駅「南信州とよおかマルシェ」でお買い物
★食と自然のテーマパーク「恵那銀の森」でお買い物　　
★出汁パック1袋(お土産)

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日 7,980円 7,480円 食事 なし
各地出発→土岐プレミアム・アウトレット（お買い物、自由昼

食）→恵那銀の森（お買い物）→さくらんぼ狩り→道の駅「南信州と
よおかマルシェ」（お買い物）→各地到着（18:10～18:50）

人気の佐藤錦を含む！旬のさくらんぼ狩り＆
土岐プレミアム・アウトレット

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
101000 名古屋（8:30）一　社（9:10） 11・12・14・18・19・23・25・266月

行程

詳細はこちら

おしゃれスポット
「恵那銀の森」でお買い物！

人気の品種「佐藤錦」を含む！
さくらんぼ狩り食べ放題

道の駅

土岐プレミアム・アウトレットで
お買い物！自由にお買い物やグ
ルメを楽しもう！
（お得なクーポン付き）

恵那銀の森

★日本一のパンダファミリーが暮らすアドベンチャー
　ワールド！ライオンやキリンに出会えるサファリワー
　ルドや、イルカやクジラが大活躍する「マリンライブ
　（Smiles）」など見どころ満載！
★天保山マーケットプレースでお買い物＆自由夕食
※隣接の海遊館（各自負担）もお楽しみいただけます。
※園内アトラクション等の有料施設は
　各自負担となります｡
※小人は3才～小学生になります。

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日
（ツイン利用）

大人 21,800円 21,300円

小人 19,800円 19,300円

全出発日
（シングル利用）大人 22,800円 22,300円

全出発日
（添い寝） 小人 15,800円 15,300円

食事 朝1（軽食）

1日目：名古屋発→土山SA（自由昼食）→天保山マーケットプレース（お買い物、自由夕
食）→宿泊先着
2日目：宿泊先発（朝食）→アドベンチャーワールド（自由散策、自由昼食）→名古屋着（19:30）

かわいいパンダに会いに行こう！
Ｉｎ南紀白浜アドベンチャーワールド

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
309400 名古屋（10:00） 29・30　　　2・3・44月 5月

行程

詳細はこちら

アドベンチャーワールド
入園券付き!

バンデホテル大阪宿泊施設 〈添い寝〉
添い寝は3才～小学生が対象になり
ます。添い寝の方は寝具無し、食事
（朝食）、アドベンチャーワールド
入園券付きです。添い寝はベッド1
台に対して1名様までとなります。
※ベッド幅は100cmになります。
　予めご了承下さい。
※シングルや添い寝利用の際は
　お電話でお問合せ下さい。

楓浜（ふうひん）2022年1月8日撮影 ケニア号 マリンライブ

全長約500ｍの迫力
ある雪の壁を眺めなが
ら歩けるのは1年の内
この時期だけ。
アルペンルートの自然
がつくりだす美しく幻想
的な世界をゆっくり
ご堪能下さい。
※立山駅⇔室堂の往復
　にかかる料金は旅行
　代金に含まれます。

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日 16,800円 16,300円

食事 昼1

名古屋発→立山（昼食）→立山駅+++
〈立山ケーブル〉+++美女平＝〈高原バス〉
＝室堂（雪の大谷ウォーク〔片道約500ｍ〕）＝
〈高原バス〉＝美女平+++〈立山ケーブル〉
+++立山駅→名古屋着（21:30～ 22:30）

日帰りで行く！立山アルペンルート
雪の大谷ウォーク

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
199600 名古屋（7:10） 1・4・75月

詳細はこちら

行程

高さ20ｍに迫る
巨大な雪壁ド迫力の雪壁!

★熊野古道の中で1番人気の
　『馬越峠』をハイキング！
　美しく整った石畳に歴史を感じ
　ながら歩きましょう！
★熊野古道のガイド「語り部」と
　一緒に歩きますので、歴史や文
　化をを歩きながら学ぶことが
　できます。
★漁師汁付き尾鷲握り寿司の昼食!
尾鷲名物のさんま寿司やめはり
寿司も入っています。

★『熊野古道水1本(500ｍｌ)』
付き

★『馬越峠の焼き印入りの木札』付き
★『熊野古道マップ(伊勢路)』付き

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日 7,980円 7,480円

食事 早昼1

名古屋発→尾鷲（早昼食）→馬越峠
（ハイキング）→道の駅・紀伊長島マン
ボウ（お買い物）→名古屋着（19:20）

世界遺産！熊野古道 馬越峠ハイキング＆
漁師汁付き尾鷲握り寿司

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
101400 名古屋（7:50） 30　　　84月 5月

詳細はこちら

行程

コース難易度 ★★☆☆☆
歩行時間：約 3時間
歩行距離：約 6km

道の駅海山～美しい石畳～夜泣き地蔵
～馬越峠～尾鷲神社

〈熊野古道馬越峠ハイキングコース〉
石畳の馬越峠

昼食は10:30頃を予定

★わらび30分採り放題!
　みょうがたけやふきを
　収穫します。
★現地スタッフが地元食
　材で作る、きのこおこ
　わや山菜天ぷらの
　おもてなし昼食付き！

芝桜

月瀬の大杉

　　　  でしかできないツアー !!現地スタッフの手作り料理あり！ふれあいあり！
国の天然記念物・樹齢1800年の巨木「月瀬の大杉」も見る！

食事 昼1

わらび採り

名古屋発→根羽村（山菜採り・昼食）→茶臼山
高原芝桜（芝桜観賞）→根羽村ネバーランド（お買い
物）→月瀬の大杉（見学）→名古屋着（19:20）

協力：長野県下伊那郡
　　 根羽村役場 

わらび30分採り放題!

南信州

茶臼山高原芝桜
わらび採り放題＆

わらび

コース番号  発着地（出発時間） 出発日
102200 名古屋（8:00） 14・15・16・21・235月

詳細はこちら

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 7,480円 6,980円
行程

片道リフト
乗車券付き!


