
華厳の滝 中禅寺湖（昼食） 各地

アレンジ・・・日光（泊）　日光江戸村　日光さる軍団劇場　富弘美術館　ろばた漬け　吹割の滝　

各地 佐久（昼食） 東武ワールドスクウェア

旅館

1 鬼怒川温泉　日光東照宮　東武ワールドスクウェア

金精峠

鬼怒川温泉（泊）

輪王寺・東照宮・二荒山神社・大猷院

アクアライン（海ほたる）

フェリー

アレンジ・・・皇居前広場　国会議事堂　靖国神社　屋形船宴会　　隅田川遊覧　お台場　寄席　夜のショー　下町散策　

横須賀（昼食）軍港めぐり遊覧船 各地

濃溝の滝 鴨川温泉（泊）

旅館 日本寺 浜金谷港 久里浜港

アレンジ・・・白浜温泉（泊）　小湊温泉　勝浦温泉　誕生寺　マザー牧場　養老渓谷　鎌倉　江の島

2 房総鴨川温泉　日本寺　濃溝の滝　横須賀軍港めぐり遊覧船

各地 御殿場（昼食）

旅館 寒霞渓 二十四の瞳映画村・岬の分教場 小豆島（昼食） 福田港 ～～～～～～～～～姫路港 各地

ホテル 浅草観音・仲見世 東京スカイツリー・ソラマチ 築地（昼食）

各地 灘菊酒造（昼食） 姫路港 ～～～～～～～～～

アレンジ・・・栗林公園　うどん学校　金丸座　満濃池　中津万象園　くらしき川舟流し　岡山後楽園・岡山城　吉備津神社　最上稲荷　高松城跡　閑谷学校

51 瀬戸内海の真珠「小豆島」

丸亀城 倉敷美観地区（昼食） 各地

福田港 オリーブ園 小豆島温泉（泊）

各地 鳴門公園（昼食・渦の道）

旅館

52 こんぴらさん　丸亀城　倉敷美観地区

琴平温泉（泊） 金刀比羅宮

各地

3 東京話題のスポット　東京スカイツリー

各地 御殿場（昼食） 上野公園（科学館・博物館・西洋美術館など） 東京都内（泊）

アレンジ・・・エンジェルロード　銚子渓お猿の国　大阪城残石記念公園　醤の郷　重岩　そうめんの箸分け体験　佃煮　迷路の道

　

明石海峡大橋

めがね橋
西島園芸団地 各地

各地 徳島（昼食） 高知城 高知（泊）

アレンジ・・・龍馬の生まれた町散策　五台山竹林寺　杉の大杉　龍河洞　やなせたかし記念館

54 高知　高知城　坂本龍馬記念館　桂浜

旅館 坂本龍馬記念館 桂浜 日本サンゴセンター（昼食）

6 旅館てぬぐい発祥の地　石段の温泉街　伊香保温泉　榛名神社55 祖谷渓温泉　かずら橋　大歩危峡遊覧船　眉山　阿波おどり会館

アレンジ・・・高崎白衣観音　こんにゃく　だるま寺　楽山園　海野宿　軽井沢プリンスショッピングプラザ　白糸の滝

旅館 富岡製糸場 碓氷峠鉄道文化むら 各地

各地 小諸（昼食懐古園・寅さん会館） 妙義神社 磯部温泉（泊）

5 　　　　温泉記号発祥の地　磯部温泉　妙義神社　富岡製糸場　鉄道文化むら

4 箱根湯本温泉　大涌谷　芦ノ湖遊覧　江の島　鎌倉

箱根湯本温泉（泊）

日本最古「道後温泉」　松山城　大山祇神社

アレンジ・・・子規堂　愚陀佛庵　子規記念博物館　石手寺　坂の上の雲ミュージアム　砥部焼　坊っちゃん劇場　耕三寺　平山郁夫美術館　尾道（千光寺）

旅館 松山城 大三島・大山祇神社（昼食） 各地

各地 徳島（昼食） 伊予かすり会館 道後温泉（泊） 道後温泉本館

53

旅館 鎌倉（鶴岡八幡宮・鎌倉大仏） 江の島（昼食・江の島神社） 各地

各地 三島（昼食） 芦ノ湖遊覧（箱根関所跡・杉並木・箱根神社） 大涌谷

アレンジ・・・強羅温泉（泊）　湯河原温泉（泊）　三嶋大社　三島スカイウォーク　箱根彫刻の森美術館　箱根ロープウェイ利用　小田原城　江ノ電乗車

旧軽井沢（昼食・散策）

明石海峡大橋

瀬戸大橋

各地 佐久（昼食） 吹割の滝 水上温泉（泊）

アレンジ・・・宝川温泉　猿ヶ京温泉（泊）　沼田城跡　くだもの狩り（さくらんぼ、もも、ぶどう、りんごなど）

アレンジ・・・平家屋敷　小便小僧　阿波池田　奥祖谷の二重かずら橋　霊山寺　ひょうたん島クルーズ　徳島城址　鳴門市ドイツ館　大塚国際美術館

各地

旅館 谷川岳ロープウェイ 月夜野びーどろパーク（昼食） 各地

7

旅館 榛名神社 榛名湖畔 卯三郎こけし 水沢うどん（昼食）

6 旅館てぬぐい発祥の地　石段の温泉街　伊香保温泉　榛名神社

旅館 かずら橋 大歩危峡船下り 琴平（昼食・金刀比羅宮） 各地

眉山（ロープウェイ）・阿波おどり会館 祖谷渓温泉（泊）

55 祖谷渓温泉　かずら橋　大歩危峡遊覧船　眉山　阿波おどり会館

各地 佐久（昼食） 妙義神社 伊香保温泉（泊）各地 徳島（昼食）

アレンジ・・・四万温泉（泊）　伊香保神社　伊香保ロープウェイ　水澤観音　おもちゃと人形・自動車博物館　竹久夢二伊香保記念館　ハルナグラス　舞茸

古き良き昭和の面影　水上温泉　谷川岳ロープウェイ　吹割の滝

8 温泉力みなぎる「草津」　旧軽井沢　白根山　善光寺
お問合せ先 大幸ツアー（タイコウツアー）　大江克幸

旅館 白根山（湯釜） 善光寺（拝観・昼食）

各地 きのこ村（昼食）

各地

アレンジ・・・上田城跡　小諸懐古園　寅さん会館　海野宿　白糸の滝　鎌原観音堂　小布施　東山魁夷館　松代

旧軽井沢 鬼押出し園 草津温泉（泊） 湯畑・熱の湯・西の河原
お問合せ先 大幸ツアー（タイコウツアー）　大江克幸

電話０５８４－８１－８８６３　FAX　０５８４－８１－６３２８
〒503-0926岐阜県大垣市切石町2-9
岐阜県知事登録旅行業3-259号



アレンジ・・・書写山円教寺　淡路島七福神　伊弉諾神宮　鳴門観潮船　渦の道　北淡震災記念館　お香づくり　橋の科学館　魚の棚商店街

43 洲本温泉　姫路城　阿波十郎兵衛屋敷　阿波おどり会館

各地 灘菊酒造（昼食） 姫路城 洲本温泉（泊）

各地旅館 阿波十郎兵衛屋敷（人形浄瑠璃鑑賞） 徳島（昼食） 阿波おどり会館

9

旅館 玄武洞 丹波篠山（昼食） 篠山城大書院・城下町散策

44 城崎温泉　天空の城「竹田城跡」　城下町「丹波篠山」

各地 山城の郷（昼食） 天空の城・竹田城跡 城崎温泉（泊）

アレンジ・・・日和山温泉（泊）　城崎マリンワールド　コウノトリの郷公園　豊岡かばん　おかき　出石　天橋立　

各地

ノスタルジック「渋温泉」 真田氏城下町「松代」 栗と北斎と花の町「小布施」

称名滝 各地

アレンジ・・・宇奈月温泉（泊）の逆コース　黒部峡谷鉄道（鐘釣往復）　雪の大谷（～6/22）　安曇野・大町美術館めぐり

各地 安曇野（昼食） アートヒルズ 大王わさび農場 大町温泉（泊）

アレンジ・・・湯田中温泉（泊）　信州高山温泉郷（泊）　志賀高原　戸隠　善光寺　東山魁夷館　川中島古戦場　須坂さくらんぼ・ぶどう・りんご狩り

旅館 小布施（岩松院・北斎館・高井鴻山記念館） 豪商の館田中本家（昼食） 各地

アレンジ・・・砂の美術館　賀露港（海産物）　浦富海岸遊覧船　大乗寺　村岡大仏　豊岡かばん　おかき　コウノトリの郷公園　天橋立　竹田城跡　

4611 別所温泉　真田氏伝説の上田城跡　海野宿

各地 松代（昼食・松代城・真田邸・真田記念館・文武学校・象山神社・象山地下壕） 渋温泉（泊）

10 大町温泉　大王わさび農場　立山黒部アルペンルート通り抜け　称名滝

9

旅館

各地

世界屈指のラジウム泉「三朝温泉」　倉吉白壁土塀群　鳥取砂丘　智頭宿　

旅館 扇沢

45 山陰の名湯「湯村温泉」　世界ジオパーク山陰海岸・香住海岸遊覧　

香住海岸遊覧船 大乗寺 出石（出石そばの昼食・城下町散策） 各地

智頭宿（昼食） 河野神社 鳥取砂丘・砂の美術館 山陰湯村温泉（泊）

ノスタルジック「渋温泉」 真田氏城下町「松代」 栗と北斎と花の町「小布施」

黒部ダム 黒部湖 室堂（昼食） 立山

アレンジ・・・浅間温泉　穂高神社　HAMAフラワーパーク安曇野　安曇野ワイナリー　長峰山　安曇野ちひろ美術館　梓川クリアボート

13 早太郎温泉　駒ヶ岳ロープウェイ　光前寺　かんてんぱぱ

12 美ヶ原温泉　松本城　旧開智学校　安曇野

旅館 国営アルプス安曇野公園 アートヒルズ 安曇野（昼食） 大王わさび農場

各地 松本城・昼食・中町・縄手通り散策 旧開智学校 石井味噌 美ヶ原温泉（泊）

各地

48 湯原温泉　津山城跡　聚楽園　神庭の滝　後楽園　旧閑谷学校

旅館 稲佐の浜 出雲大社 古代出雲歴史博物館 松江（昼食・国宝松江城・堀川めぐり遊覧船）

アレンジ・・・美ヶ原美術館　鹿教湯温泉　北向観音　安楽寺　常楽寺　前山寺　柳町　みすゞ飴本舗 アレンジ・・・羽合温泉（泊）大山寺　わらべ館　とっとり花回廊　倉吉白壁土蔵群　三徳山三仏寺投入堂　若桜宿

47 玉造温泉　出雲大社　足立美術館　松江城・堀川めぐり

4611 別所温泉　真田氏伝説の上田城跡　海野宿

上田城跡公園 海野宿（散策・昼食） 各地

各地 松本城（昼食・縄手・中町通など） 旧開智学校 別所温泉（泊）

各地

各地 蒜山高原（昼食） 足立美術館 伝承館 玉造温泉（泊）

アレンジ・・・松江しんじ湖温泉（泊）　武家屋敷　日御碕神社　一畑薬師　八重垣神社　由志園　水木しげるロード・記念館　安来節演芸館

各地 蒜山高原（昼食） 倉吉白壁土塀群 三朝温泉（泊）

旅館 燕趙園

世界屈指のラジウム泉「三朝温泉」　倉吉白壁土塀群　鳥取砂丘　智頭宿　

鳥取砂丘・砂の美術館 智頭宿（石谷家住宅） 各地旅館 生島足島神社

旅館（對潮楼・太田家住宅・いろは丸展示館・常夜燈など）

ロープウェイ又は徒歩j自由散策

駒ヶ根（昼食）駒ヶ岳ロープウェイ

かんてんぱぱ

15 開田高原　木曽御嶽温泉　御岳ロープウェイ

13 早太郎温泉　駒ヶ岳ロープウェイ　光前寺　かんてんぱぱ

旅館

49 風待ち港　鞆の浦　古代巨石信仰の尾道

吉備津神社 岡山後楽園（昼食）

千光寺 尾道（昼食） 各地

アレンジ・・・仙酔島　おのみち映画資料館　文学の館　文学のこみち　七佛めぐり　岩屋巨石

各地

各地 倉敷（昼食） 鞆の浦（泊）

48 湯原温泉　津山城跡　聚楽園　神庭の滝　後楽園　旧閑谷学校

早太郎温泉（泊）

旅館 旅館各地 旧閑谷学校 各地

アレンジ・・・奥津温泉　湯郷温泉（泊）　倉敷美観地区　最上稲荷　備中高松城址

各地 津山（昼食・津山城跡） 衆楽園 神庭の滝 湯原温泉（泊）

アレンジ・・・高遠城址　駒ヶ根シルクミュージアム　養命酒　北川製菓　みはらし農園　くだもの狩り　木曽谷（権兵衛トンネル）

昼神温泉（泊）

旅館 杵原学校（授業体験） 川本喜八郎人形美術館 そばの城（昼食・そば打ち体験） 各地

50 人と神々が共に生きる島「宮島」　錦帯橋　平和を願うシンボル「原爆ドーム」

各地 岩村 馬籠宿（昼食） 妻籠宿 木地師の里

アレンジ・・・飯田城　不動　月川温泉（泊）天竜ライン下り　天竜舟下り　水引工芸　野沢菜　元善光寺　さくらんぼ・りんご狩り

松川くだもの狩り

14 つるつる美人の湯「昼神温泉」 馬籠　妻籠　飯田

光前寺（拝観・昼食） マルスウィスキー

15 開田高原　木曽御嶽温泉　御岳ロープウェイ

各地

木曽馬の里 御岳ロープウェイ（昼食） 霧しなそば 各地

50 人と神々が共に生きる島「宮島」　錦帯橋　平和を願うシンボル「原爆ドーム」

広島（昼食） 各地

各地 岡山（昼食） 岩国・錦帯橋 宮島（泊）奈良井宿（昼食・散策） 宮ノ越宿・義仲館 福島宿 木曽御嶽温泉（泊）

アレンジ・・・乗馬　そば打ち　とうもろこし捥ぎ採り体験　開田高原アイスクリーム工房　ブルーベリー狩り　百草丸　贄川宿　藪原宿　上松宿　赤沢森林鉄道

旅館

アレンジ・・・宮浜温泉（泊）　弥山　大願寺　豊国神社　大鳥居遊覧　世界遺産航路　広島城　縮景園　呉（大和ミュージアム）　江田島（旧海軍兵学校）

旅館 厳島神社 広島（平和記念資料館・平和記念公園・原爆ドーム）



36 犬鳴山温泉　九度山　今井町　堺 16 石油でなく温泉が出た「月岡温泉」　北方文化博物館　新発田城　弥彦神社

唐招提寺 各地旅館
興福寺・東大寺・春日大社など

奈良（昼食） 薬師寺

各地 石上神宮 大神神社 三輪（昼食）

アレンジ・・・三笠温泉（泊）　奈良奥山ドライブウウェイ　奈良万葉文化館　藤原京跡　談山神社　奈良国立博物館　法隆寺　平城宮跡

37 奈良　飛鳥・白鳳・天平時代の史跡めぐり

旅館 仁徳天皇陵 南宗寺 堺（昼食） 堺伝統産業館 各地

36 犬鳴山温泉　九度山　今井町　堺

38 おごと温泉　三千院　日吉大社　琵琶湖クルーズ　琵琶湖博物館

各地 今井町（昼食・城郭都市見学） 九度山・真田ミュージアム・真田庵など 犬鳴山温泉（泊）

アレンジ・・・明日香村　橿原神宮　壷阪寺　堺市役所21階展望ロビー　道明寺天満宮　富田林　四天王寺　住吉大社　安居神社　三光神社

18 船でしか行けない秘境の一軒宿　大牧温泉　白川郷　五箇山 高岡

旅館 新発田城跡 清水園・足軽長屋 弥彦神社 寺泊（昼食・海産物） 各地

16 石油でなく温泉が出た「月岡温泉」　北方文化博物館　新発田城　弥彦神社

アレンジ・・・岩室温泉（泊）　瀬波温泉（泊）　瓢湖　中野邸美術館　阿賀野川舟下り　出雲崎良寛記念館　村上武家屋敷

アレンジ・・・おがわ温泉（泊）　越中八尾　井波彫刻　高岡古城公園　瑞龍寺　魚津埋没林　魚津水族館　ます寿司　尾崎かまぼこ館

各地

信州中野（昼食） 豪農の館・北方文化博物館 月岡温泉（泊）各地

各地

海の駅蜃気楼

宇奈月温泉（泊）

17 宇奈月温泉　富山　黒部峡谷鉄道トロッコ列車

欅平駅（散策）
黒部峡谷鉄道

宇奈月駅 宇奈月（昼食）

高岡（昼食） 富山（富山城・池田屋安兵衛商店）

旅館 宇奈月駅
黒部峡谷鉄道

奈良（泊）明日香（現地ガイドさんの案内で見学）

船

保津川下り
嵐山 天龍寺（拝観・昼食・周辺散策） 各地

アレンジ・・・庄川温泉（泊）　庄川峡クルーズ　城端曳山　井波瑞泉寺　八尾曳山　村上家（こきりこ鑑賞）　山町筋金屋町　きっときと市場

亀岡（昼食） 亀岡城址（大本教本山） 酒蔵

旅館 小牧港 散居村展望台 瑞龍寺 高岡（昼食） 高岡城跡お堀遊覧船

相倉 小牧港 大牧温泉（泊）

各地 出雲大神宮

海王丸パーク 各地

40 天橋立温泉　天橋立を渡る　元伊勢探訪
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各地 上賀茂神社 大原（昼食）三千院 浮見堂

琵琶湖博物館

38 おごと温泉　三千院　日吉大社　琵琶湖クルーズ　琵琶湖博物館

おごと温泉（泊）

輪島ねぶた温泉（泊）

18 船でしか行けない秘境の一軒宿　大牧温泉　白川郷　五箇山 高岡

アレンジ・・・南惣美術館　塩田村　禄剛埼　珠洲焼　巌門　関野鼻　窓岩　ヤセの断崖　義経舟隠し　琴ヶ浜　スカイバード　妙成寺　

20 湯の湧き出づる浦「和倉温泉」 能登島ガラス美術館 のと鉄道観光列車　輪島朝市

旅館 輪島朝市 白米千枚田 時国家 見附島 穴水（昼食） 各地

日吉大社・滋賀院 浜大津港（ミシガンランチクルーズ）

亀岡

湯の花温泉　亀岡探訪　保津川下り　嵐山

アレンジ・・・穴太寺　京馬車　嵯峨野鉄道　夢コスモス園（9月下～10月）　

各地 千里浜 羽咋（昼食） 氣多大社 総持寺祖院
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近江八幡 各地

アレンジ・・・比叡山　嵐山・嵯峨野　伏見　宇治　東山　西山　貴船・鞍馬　サントリー山崎蒸溜所　ビール　京漬物　保津川下り　錦市場

輪島ねぶた温泉　氣多大社　総持寺祖院　輪島朝市　時国家

各地 荻町 城山 赤尾館（昼食・岩瀬家） 菅沼

旅館

旅館

湯の花温泉（泊）

知恩寺　遊覧船又は徒歩又は自転車

40 天橋立温泉　天橋立を渡る　元伊勢探訪

所要46分

アレンジ・・・コスモアイル　のとじま水族館　和倉昭和博物館とおもちゃ館　氷見　高岡　五箇山　総持寺祖院　能登金剛　はくさん街道市場

のと里山里海号
輪島（朝市見学・昼食） 各地

和倉温泉（泊）羽咋（昼食） 氣多大社 能登島ガラス美術館

穴水駅

20 湯の湧き出づる浦「和倉温泉」 能登島ガラス美術館 のと鉄道観光列車　輪島朝市

各地 宮津（昼食） 伊根湾めぐり 天橋立ワイナリー 各地 千里浜

旅館 和倉温泉旅館 籠神社・真名井神社・傘松山（ケーブル又はリフト）昼食 海産物お買物 各地

各地

42 名湯「有馬温泉」　神戸港めぐり遊覧船　異人館めぐり　なんばグランド花月 22 お庭自慢「あわら温泉」　養浩館庭園　東尋坊　恐竜博物館　一乗谷朝倉氏遺跡

西山酒造 加賀温泉郷（泊）

アレンジ・・・辰口温泉（泊）　金沢２１世紀美術館　金沢城公園　妙立寺　尾山神社　銭屋五兵衛記念館・大野からくり記念館　近江町市場　

アレンジ・・・元伊勢内宮皇大神社　成相寺　天橋立ビューランド　魚っ知館　旧三上家住宅

各地 北前船の里資料館 橋立（昼食） お菓子城加賀藩

金沢（昼食） ひがし茶屋街・主計茶屋街旅館 長町武家屋敷 兼六園
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日本海さかな街琴引浜 浦嶋神社 伊根湾めぐり遊覧船 宮津（昼食）

21 加賀温泉郷　百万石城下町「金沢」

各地 京都美山・かやぶきの里（昼食） 如意寺 豪商稲葉本家 夕日ヶ浦温泉（泊）

アレンジ・・・天橋立温泉（泊）　傘松山　成相寺　天橋立遊覧船　智恩寺　舞鶴（海上自衛隊・引揚記念館）

旅館 各地

夕日ヶ浦温泉　日本の原風景「京都美山」　浦嶋太郎伝説の丹後半島周遊

金引の滝 天橋立温泉（泊）

有馬温泉（泊）

旅館 なんばグランド花月（お弁当）

神戸（昼食） 神戸港遊覧船 北野異人館めぐり

アレンジ・・・丸岡城　和紙の里　大安禅寺　瀧谷寺　越前松島水族館　吉崎御坊　平泉寺白山神社　永平寺　芝政ワールド　竹人形　めがね　

42 名湯「有馬温泉」　神戸港めぐり遊覧船　異人館めぐり　なんばグランド花月

各地

22 お庭自慢「あわら温泉」　養浩館庭園　東尋坊　恐竜博物館　一乗谷朝倉氏遺跡

各地

アレンジ・・・宝塚温泉・大阪市内ホテル（泊）　宝塚歌劇　USJ　海遊館　あべのハルカス　　なにわ探検クルーズ　大阪城　天満天神繁盛亭

各地

旅館 恐竜博物館 越前大野（昼食） 一乗谷朝倉氏遺跡 越前そばの里

各地 養浩館庭園 福井（昼食） みくに龍翔館 東尋坊遊覧船 芦原温泉（泊）

通天閣・新世界



アレンジ・・・白骨・高山温泉（泊）　白川郷　宇津江四十八滝　　レールマウンテンバイク　乗鞍スカイライン　新穂高ロープウェイ　飛騨大鍾乳洞　

旅館 フェスティバルマーケット 竹島水族館 竹島（昼食） 八丁味噌 各地

各地 七福醸造

30 開湯1200年「三谷温泉」　三河武士のやかた家康館　岡崎城　竹島水族館

アレンジ・・・西浦温泉（泊）　西尾抹茶　三ヶ根山　西浦不動・ガン封じ寺　ファンタジー館　豊川稲荷　知多半島　駒立・大府ぶどう狩り　大樹寺　真福寺

三谷温泉（泊）岡崎（昼食） 岡崎城・三河武士のやかた家康館 丸石醸造

各地 飛騨古川（昼食・散策） 神岡（散策） 奥飛騨温泉郷（泊）

旅館 上高地 赤かぶの里 高山・古い町並

31 奥飛騨温泉郷　飛騨古川　神岡　上高地　高山

各地

　
各地

アレンジ・・・浜島・賢島・渡鹿野・相差（泊）　あご湾遊覧船　波切　鳥羽水族館　ミキモト真珠島　イルカ島　山田奉行所　河崎商人館

アレンジ・・・熊野本宮大社　瀞峡　丸山千枚田　熊野古道

南紀勝浦温泉（泊）

各地

鳥羽（泊）

32 鳥羽　　斎宮歴史博物館　賓日館　伊勢神宮・外宮・内宮　おかげ横丁

33 南紀勝浦温泉　那智大社　那智の滝　紀の松島めぐり　速玉大社　花窟神社　
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旅館 紀の松島めぐり遊覧船 熊野速玉大社 浮島の森 熊野（昼食） 花窟神社

各地 七里御浜（昼食） 那智大社・青岸渡寺 那智の滝・飛瀧神社

旅館 賓日館・二見浦 外宮・せんぐう館 内宮（昼食・参拝・おかげ横丁・神話の館）

各地 松阪（松阪商人の館・昼食） 斎宮歴史博物館・いつきのみや歴史体験館

旅館 北口冨士浅間神社 大涌谷 芦ノ湖遊覧船 元箱根（昼食） 各地

富士山温泉　久保田一竹美術館　北口冨士浅間神社　箱根

各地 田貫湖（昼食） 久保田一竹美術館

アレンジ・・・河口湖・石和温泉（泊）ふじさんミュージアム　冨士山レーダードーム館　昇仙峡　風穴・氷穴　五合目　富士五湖　富士花鳥園　

富士山温泉（泊）

各地

24 下田温泉　湊町「下田」　韮山反射炉

アレンジ・・・蓮台寺・弓ヶ浜・稲取温泉（泊）　リゾート21　中伊豆ワイナリー　伊豆東ワイン　城ヶ崎海岸　浄蓮の滝　三嶋大社　三島スカイウォーク

下田（下田港めぐり遊覧船・寝姿山ロープウェイ・ペリーロード）　 下田温泉（泊）

旅館 いろり海産（ひもの） 韮山・反射炉 柿田川湧水（昼食・散策）

各地 沼津（昼食）

徒歩

≪バスの種類≫

駿河湾フェリー
焼津さかなセンター 旅館 三段壁 千畳敷 白浜アドベンチャーワールド とれとれ市場（昼食・名産・海産物） 各地

アレンジ・・・高野山　岸和田　すさみ温泉（泊）　潮岬　橋杭岩

各地 橋本（昼食） 谷瀬の吊橋 わたらせ温泉（泊）

伊豆最古の温泉　竹林の小径散策　修善寺温泉　虹の郷　

各地

旅館 各地清水港

各地
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アレンジ・・・川湯温泉　湯の峰温泉　瀞峡　

旅館

土肥港虹の郷 清水（昼食）

三嶋大社三島（昼食） 中伊豆ワイナリー

34 わたらせ温泉　谷瀬の吊橋　熊野古道　熊野本宮大社

南紀白浜温泉（泊）各地 和歌山（昼食） 湯浅醤油 中田食品（梅干し） 南方熊楠記念館 円月島

三軒茶屋 熊野本宮大社 大斎原 熊野速玉大社 熊野（昼食）

35 南紀白浜温泉　南方熊楠記念館　泉都めぐり　白浜アドベンチャーワールド　

27 焼津黒潮温泉　　大井川SL列車　久能山東照宮

天窓洞めぐり遊覧船・加山雄三ミュージアム

旅館 土肥金山 沼津御用邸公園 沼津港（昼食・海産物）

各地 沼津（昼食）

アレンジ・・・土肥温泉（泊）　三四郎島　松崎　駿河湾フェリー利用　かつらぎ山ロープウェイ　三津シーパラダイス　みんなのHAWAIIANS　江間いちご狩り

25 夕日が映える絶景「堂ヶ島温泉」　天窓洞めぐり遊覧船　土肥金山

修善寺温泉（泊）

堂ヶ島温泉（泊）

各地

≪バスの種類≫

≪貸切バスの値段≫

安全管理コスト高などのため、バス運賃料金制度が変わりました キロ制運賃
（平成26年3月26日中部運輸局公示第167号より） （1㎞当たり）

運賃は、「時間制運賃」と「キロ制運賃」を合算して計算されます
料金は、深夜早朝運行・交代運転手を配置した時などに発生します 時間制運賃

特殊車両は割増になります （1時間当たり）

大型バス
中型バス
小型バス

長さ
約１２ｍ
約９ｍ
約７ｍ

乗車人数（内正座席）
55人（45席）
27人（27席）

21～25人（21～25席）

大型車
中型車

小型車
大型車

中型車

小型車

上限額 下限額

160円 110円
130円 90円

110円 80円
7,660円 5,310円

6,470円

キロ制

4,480円

5,550円 3,850円

20円

井川駅 閑蔵駅 千頭（昼食） お茶の郷 各地

29 浜名湖かんざんじ温泉　井伊谷　浜松城

大井川鐵道SL急行（お弁当）
千頭駅 寸又峡温泉（泊） 夢の吊り橋（ハイキング）

旅館 奥泉駅
アプト式鉄道

各地 新金谷駅

28 奥大井・美人の湯「寸又峡温泉」　SL列車とアプト式鉄道

田丸屋 三保の松原 日本平ロープウェイ（久能山東照宮）

家山駅
大井川鐵道SL急行

新金谷駅 お茶の郷（昼食） 蓬莱橋 焼津黒潮温泉（泊）

静岡（昼食） 焼津さかなセンター 各地

アレンジ・・・浜岡原子力館　御前崎　鞠子宿　登呂遺跡　東海大学・海洋科学博物館　龍華寺・梅蔭寺・鉄舟寺　久能山いちご狩り

各地

旅館

バス会社の営業所（車庫）が起点 交代運転手配置料金
出庫時間前１時間と帰庫後１時間が時間制運賃に加算
30分以上は1時間に切り上げ、10㎞未満は10㎞に切り上げ
上限額と下限額の範囲内において繁忙・閑散期を鑑み算出します
バスガイド料金は別途（目安1日16,200円）です 特殊車両割増料金 キロ制時間制運賃の5割増以内

深夜早朝運賃料金
時間制運賃及び交代運転者配
置時間制料金の2割増以内

各地 渭伊神社（天白岩座遺跡） 奥山（昼食）
キロ制
時間制

20円
3,340円 2310円

旅館 浜松楽器博物館 浜松出世の館 浜松（昼食） 浜松城 NICOE 各地

井伊谷城跡 龍潭寺

アレンジ・・・井伊谷宮　方広寺　浜松まつり会館　うなぎパイファクトリー　舞茸もぎ取り体験　　和紙タオルのしゃぶしゃぶ体験　大河ドラマ館

舘山寺温泉（泊）


