
草創1300年記念の
特別な記念印授与
期間：2018年1月〜2021年事業終了まで（予定）

期
間
限
定

行 き 先 出発日（予定） 巡 礼 先 ／ 宿 泊 地

第3回 阿波の国 1泊2日
4月   
24・26

［1日目］⑱⑲⑳〜ふれあいの宿遊遊NASA【泊】
［2日目］㉓㉒㉑

第4回 土佐の国 2泊3日
5月   
29

［1日目］㉖㉕㉔宿坊（室戸岬）【泊】
［2日目］㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝高知三翠園温泉【泊】　［3日目］㉞㉟㊱

第5回 土佐・伊予の国 2泊3日
6月   
26

［1日目］㊲足摺岬・あしずり温泉【泊】
［2日目］㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊼巡拝の宿【泊】　［3日目］㊻㊽㊾㊿�

第6回 伊予の国 2泊3日
9月   
4

［1日目］㊹㊺道後温泉【泊】
［2日目］����������湯ノ浦温泉【泊】　［3日目］���

第7回 伊予・讃岐の国 2泊3日
10月   
2

［1日目］���琴平温泉【泊】
［2日目］����������丸亀【泊】　［3日目］�����

第8回 讃岐の国　高野山お礼参り 2泊3日
11月   
6

［1日目］����高松花樹海温泉【泊】
［2日目］��徳島港〜 〜和歌山港〜新和歌浦【泊】　［3日目］高野山奥之院・金剛峰寺

初めての方でも安心巡拝説明会開催!

安心の
ポイント

1/31㈬・2/1㈭

❶公認先達が、お作法・巡拝の心得や見所をご案内します。
❷納典帳・軸等ご朱印は添乗員が代行。
　だからゆっくりお参りができます。
❸うれしい全食事付
❹ロープウェイ代もタクシー代もすべて料金込み!
❺1名様のご参加大歓迎(相部屋利用)

安心の実績!過去12年で
約1,700名様の方が満願されました!

(四国八十八ヶ所巡拝の旅)

とっても便利!あなたの街から出発! 裏面のルートをご参照下さい。

◆説明会の内容◆
四国八十八巡拝の旅・西国三十三観音をメインに
説明する予定です
●お遍路の意味について
●各お寺の有名寺のルーツのお話
●お身体に自信のない方へのお参りの仕方及び参加の仕方
●巡拝旅行に必要なお金、服装・巡拝用品のこと
●読経、お納経印の説明など

先達とは…他の人よりその分野に進み業績・経験を積んで他を導くこと。称号。巡拝でいうとお寺による審査・推薦が通った人。

南海フェリー

説明会に
ご参加の方全員に
オリジナル
腕念珠
プレゼント

心のやすらぎを求めて、
あなたの街からお遍路さんの旅へ

詳しくは
ホームページで！
詳詳ししくくはは

ホホーームムペペーージジでで！！
詳しくは

ホームページで！
tohtetsu-green.com
とうてつグリーンツアー 検 索

とうてつ貸切バスは『貸切
バス事業者安全性評価認
定制度』で三つ星の認定を
受けました。

このパンフレット記載の
コースは東濃鉄道・東鉄
タクシーの貸切バスで運行
いたします。一部コースを
除く。利用バス会社名は

行程内に記載。但し現地で乗り換えるバスは除きます。

新シリーズ

巡拝の旅
2017年12月20日発行2018年版

四国八十八ヶ所巡拝の旅約10ヶ
月で

満願
成就

約10ヶ
月で

全8回

満願
成就 全全行行程程、、四四国国霊霊場場公公認認先先達達同同行行！！全行程、四国霊場公認先達同行！

8,880円8,880円
は ち じ ゅ う は ち

U01 日帰り〈〈第第11回回〉〉阿阿波波のの国国おお四四国国体体験験編編55ヶヶ寺寺〈第1回〉阿波の国お四国体験編5ヶ寺

U21 日帰り〈〈第第11回回〉〉大大和和〈第1回〉大和

U02 1泊2日〈〈第第22回回〉〉阿阿波波のの国国修修行行のの足足固固めめ1122ヶヶ寺寺〈第2回〉阿波の国修行の足固め12ヶ寺

■旅行代金：
(大人お1人様)
昼食（ お弁当）付

名様
より

出発保証
20

コ
ー
ス
各地(5：50〜7：00)〜①霊山寺〜②極楽寺〜③金泉
寺〜④大日寺〜⑤地蔵寺〜各地(21：30〜22：45頃)

※参拝順序は変更となる場合がございます。※バスガイドは同行しない場合もございます。

■乗車ルートと出発日
2月   27
2月   28

中 瑞 恵 
可 土 多 体験

特別価格

※3回目以降の正式な旅行代金は、とうてつグリーンツアーチラシ内にてご案内させて頂きます。

■乗車ルートと出発日
3月   26
3月   29

中 瑞 恵 
可 土 多 

4名様以上一室・相部屋 3名様一室 2名様一室

31,800円 32,800円 34,800円

■旅行代金：1泊4食（ 朝1、昼2、夕1）･現地交通費含む

※2名1室は、宿坊の部屋数の関係でお受け出来ない場合があります。

コ
ー
ス

1 各地(6：00〜7：15)〜(弁当)〜⑧熊谷寺〜⑨法輪寺〜⑩切幡寺(タクシーにて)〜⑪藤井寺〜⑦十楽寺〜⑥安楽寺［宿坊体験・夕のお勤め］
2 宿坊〜⑫焼山寺(マイクロバス利用)〜⑬大日寺〜⑭常楽寺〜⑮国分寺〜(昼食)〜⑯観音寺〜⑰井戸寺〜各地(20：00〜21：15頃)

ととううててつつ巡巡拝拝のの旅旅とうてつ巡拝の旅

予約制入場無料
定員がありますので、

必ず予約してからのご来場を
お願いいたします。

■場所:中津川市にぎわいプラザ
(中津川駅前）6-1会議室

■日時:1月31日㈬15:00〜 定員:45名

U71 ■場所:可児市福祉センター
2階 第1会議室

■日時:2月1日㈭10:00〜 定員:70名

U72 ■場所:多治見市学習館
(ヤマカまなびパーク）5階 501号室

■日時:2月1日㈭15:00〜 定員:80名

U73

名様
より

出発保証
25

3月   23
■乗車ルートと出発日
恵 瑞 土 多 可

9,980円

※送迎対応になる場合があります。

■旅行代金:(大人お1人様)弁当代・拝観料含む

コ
ー
ス各地(6：20〜7：30)〜[車中弁当]〜⑧長谷寺…番外・法起院〜⑨南円堂〜各地(18：00〜19：10頃)
※バスガイドは同行いたしません※巡拝用品のお申込みは1週間前までに最寄りの窓口へお申し込みください。(代金は旅行当日のお支払いです)

U22〈〈第第22回回〉〉大大和和・・紀紀伊伊〈第2回〉大和・紀伊
名様
より

出発保証
20 4月   17■乗車ルートと出発日 恵 瑞 土 多 可　
■旅行代金:(大人お1人様)
1泊4食(朝1・昼2・夕1)・
拝観料含む

4〜6名様1室又は相部屋 3名様一室 2名様一室 1名様一室
33,800円 35,000円 37,400円 40,800円

コ
ー
ス

1 各地(6：20〜7：30)〜[車中弁当]〜⑦岡寺〜⑥壷阪寺〜③粉河寺〜②紀三井寺〜新和歌浦【泊】
2 ホテル〜那智(昼食)〜①青岸渡寺〜那智の滝(見学)〜尾鷲(お買物)〜各地(19：30〜20：40頃)

■宿泊：新和歌浦　双子島荘

※3回目以降は変更になる場合もあります

1泊2日

※ガイドは同行しない場合がございます。※拝観料は全コース含みます。
※ご開帳内拝料は別になります。※巡拝用品は第1回にて販売致します。
※ご朱印代は旅行代金に含まれておりません。

6回で満願、継続しますので、
どの回からでもご参加いただけます。

約10ヶ
月で

満願
成就

約10ヶ
月で

全6回
+お礼

参り

満願
成就 三十三観音巡拝の旅

観世音菩薩　慈悲の心　巡礼の本流・名古刹の霊場観世音菩薩　慈悲の心　巡礼の本流・名古刹の霊場

西
国

先達
同行
お礼参りを除く

1回目参加者プレゼント

願いを書いて各お寺に納める
納め札（100枚）を全員にプレゼントします！

名様
より

出発保証
30①霊山寺

■宿泊：宿坊・第6番安楽寺

とうてつグリーンツアーオリジナル

四国八十八新シリーズでは、厄除けの木として
知られる梅の素材を使った、御本尊梵字念珠玉を
プレゼント致します。
お参りした数の念珠玉を各回終了毎にお渡しします。
最終回のお礼参りに20個をプラスし、煩悩とされる
108個の梵字本尊本念珠を作りましょう!
(仕立て代は別途必要になります)

梵字本尊念珠玉を集めよう!

※写真はイメージです。

御本尊
梵字入念珠付
(除災招福)

全部の玉が揃いますと、
片手念珠にお仕立て

出来ます。

1回目参加者プレゼント

願いを書いて各お寺に納める
納め札（100枚）を全員にプレゼントします！

行 き 先 出発日（予定） 巡 礼 先 ／ 宿 泊 地

第3回 和泉・河内と京都 1泊2日 5月   8 ④・⑤・⑯・京都【泊】⑲・⑱・⑰・⑮・⑪・⑩

第4回 丹波・丹後 1泊2日 7月   3 ㉒・⑳・㉑・天橋立【泊】・㉘・㉙・㉚

第5回 摂津・播磨 1泊2日 9月   13 ㉓・㉔・花山院・㉕・塩田【泊】・㉗・㉖

第6回 近江・華厳寺 1泊2日 12月   4 ㉜・㉛・元慶寺・⑭・おごと【泊】・⑫・⑬・㉝

善光寺お礼参り 12月   11 善光寺

⑯清水寺 

⑳善峯寺山門

※送迎対応になる
　場合があります。

※2017年度説明会より

東鉄観光_20171220_巡拝の旅_表_出.indd   1 17.12.14   4:33:50 PM



詳しくはホームページで！詳詳ししくくははホホーームムペペーージジでで！！詳しくはホームページで！tohtetsu-green.com
とうてつグリーンツアー 検 索

全3回で

満願
成就

全3回で

満願
成就

全3回で

満願
成就

お礼参
りも含

みます

全3回で

満願
成就

お礼参
りも含

みます

新企画 関東三十六不動巡拝の旅関東三十六不動巡拝の旅

札所めぐりQ&A札所めぐりQ&A

知多四国八十八巡拝の旅知多四国八十八巡拝の旅

U70岡上先達懇親会in南信州&昼神温泉
一緒にお参りしたメンバーとの再会に！

岡上先達とは…グリーンツアー巡拝の旅において、長い間お付き合いのある先達。
現在は、淡路島にて真言宗『慈庵』の庵主。四国八十八以外でも、別格二十霊場、近畿
三十六不動、西国三十三観音など数多くのツアーで先達としてご活躍をされている、グ
リーンツアーの中でもトップクラスの人気のある先達さんです。今回はそんな岡上先達
と小旅行気分を!戌年ならではのお寺「光前寺」を参拝したり、りんご詰め体験やそば打
ち体験など、再会メンバーにてわいわい楽しみましょう!

1月   30
■乗車ルートと出発日
可 多 土 瑞 恵

※2日目の昼食はついておりません。
※そば打ち体験にて作ったおそばは
お持ち帰り頂きます

4名～5名・相部屋 3名様一室 2名様一室
23,800円 24,800円 28,800円

■旅行代金(大人お1人様)1泊3食(朝1・昼1・夕1)懇親会時飲み物代・
体験代(りんご詰め・そば打ち)御賞味代・お持ち帰り代含む

コ
ー
ス

1

各地(9：00～10：30)～ビアンデさくら亭(幻豚しゃぶしゃぶ御
膳の昼食)～光前寺（戌年にちなんで霊犬早太郎伝説のお寺
参拝)・信州苑光前寺店(甘酒試飲と胡麻だんご試食)～養
命酒・駒ヶ根工場(工場見学と試飲・お買物)～昼神温泉【泊】

【岡上先達を囲んで懇親会(懇親会時飲み放題付)18:00
～予定】

2
ホテル～三和観光農園（アップルパイと紅茶のティータイム、
りんご2キロ詰め体験）～そばの城（そば打ち体験とわんこ
そば御賞味、紅白たい焼きお持ち帰り）～各地(12：10～
13：40頃)

■宿泊：昼神温泉 湯元ホテル阿智川
1泊2日

名様
より

出発保証
12

U51 第第11回回第1回 1泊2日

■旅行代金:(大人お1人様)
1泊4食(朝1・昼2・夕1)4月   10　9月   9

■乗車ルートと出発日
恵 瑞 土 多 可　

コ
ー
ス

1 各地（6：00～7：00）～①曹源寺（参拝・巡拝用品購入）②③④⑥⑦⑧～都やこ
（昼食）～⑨⑩⑪ 外◯�⑫⑬⑭⑮⑰⑯ 外◯⑱～魚太郎蔵のまち（夕食）～半田【泊】
2 ホテル～⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕ 外◯～ちどり（昼食）～ 外◯㉖㉙・㉘㉗ 外◯～えびせんべい

の里（お買物）～各地（19：40～20：40頃）

29,800円 6月   19　11月   13　出発予定
■出発日(予定)

コ
ー
ス

1 各地（6：15～7：20）～ 外◯��������
～常滑（昼食）～�������～大府【泊】

2
ホテル～� 外◯����������～太田
川（昼食）～���⑤��～八事興正寺（お
礼参り）～各地（18：05～19：10頃）

コ
ー
ス

1

各地（6：10～7：35）～㉚㉛㉜㉝㉞上陸大
師㉟㊱師崎港～～～篠島港…篠島（昼食）
…㊳ 外◯㊴…篠島港～～～日間賀島東港…
㊲…日間賀島東港～～～師崎港 外◯㊵㊶～
南知多温泉郷【泊】

2
ホテル～㊷㊸ 外◯㊺㊻㊼㊹～南知多（昼食）
～㊽㊾����㊿��～各地（18：20～
19：20頃）

U52 第第22回回第2回 1泊2日

名様
より

出発保証
25

名様
より

出発保証
14

U61 第第11回回第1回 2泊3日

■旅行代金:(大人お1人様)1泊4食
(朝1・昼2・夕1)・入山料・タクシー代含む

■旅行代金:(大人お1人様)
2泊7食（ 朝2、昼3、夕2）

5月   22

■乗車ルートと出発日
恵 瑞 土 多 可 

コ
ー
ス

1 各地(5:40～6:45)～(弁当)～①大山寺(タクシーにて)～②童学寺～
④鯖大師本坊～ふれあいの宿遊遊NASA【泊】

2 宿坊～③慈眼寺・穴禅定(心身を浄め修行場へ)～(昼食)～各地
(20:00～21:10頃)

コ
ー
ス

1 各地(5:50～6:45)～(弁当)～⑤大善寺
～宇和島【泊】

2
ホテル～⑥龍光院～⑦出石寺(タクシー
にて)～(昼食)～⑧十夜ヶ橋～⑨文殊院～
⑪生木地蔵～⑩西山興隆寺～湯ノ浦温泉

【泊】

3
ホテル～⑫延命寺～⑬仙龍寺(タクシーに
て)～⑭椿堂～⑮著蔵寺(ロープウェイに
て)・(昼食)～各地(19:30～20:40頃)

コ
ー
ス

1 各地(6:30～7:30)～（昼食）～②道了尊～①大山不動(大山ｹｰﾌﾞ
ﾙ利用)～横浜【泊】中華街にて夕食

2
ホテル～③横浜成田山～④真福寺～⑤金蔵寺～⑥等覚院～(昼食)
～⑰等々力不動～⑱目黒不動尊～⑯目青不動尊～新宿【泊】夕食は
洋食ﾚｽﾄﾗﾝにて予定

3 ホテル～⑮宝仙寺～⑭目白不動尊～⑪三宝院～⑩総持寺～(昼食)
～⑨高幡不動尊～各地(17:50～18:50頃)

U62 第第22回回第2回 2泊3日

6月   13　出発予定
■出発日(予定)

8月   28　出発予定
■出発日(予定)

9月   19　出発予定
■出発日(予定)

コ
ー
ス

1
各地(5:15～6:15)～(弁当)～⑯
萩原寺～⑰神野寺～⑱海岸寺～⑲
香西寺～高松・花樹海温泉【泊】

2
ホテル～⑳大瀧寺～(昼食)～徳島
港～ (南海フェリー)～和歌山港
～高野山宿坊【泊】

3 宿坊～高野山諸堂めぐり・奥之院
～各地(18:40～19:50頃)

4名様1室(相部屋) 3名様一室 2名様一室
34,800円 36,800円 38,800円

2名一室・相部屋
(ﾂｲﾝ又はﾄﾘﾌﾟﾙ)

1名一室
(ｼﾝｸﾞﾙ)

66,800円 74,800円

※2日目、慈眼寺・穴禅定終了後は着がえが必要になります。

U13 第第33回回第3回 2泊3日

関東三十六不動尊霊場は、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県内にある36箇所の不動明王霊場寺院の総称で、昭
和62年（1987年）に開創されました。とうてつグリーンツアーではお不動さん巡拝3年計画の最終年として、四国・
近畿を経て108不動参りが完成となります。不動明王の広大無辺なる大慈悲により、より多くの人々があらたかなる
威徳を感受せられて、法悦の歓びにつながることをお祈り申し上げます。

各回小型バス利用・
限定20名様予定

※バスガイドは同行しません 中型バスでの運行です

Q.巡拝用品(納経帳、線香、ロウソクなど)をツアー中に寺院などで購入できますか?
A.�寺院によってひと通りの用品をそろえているところもありますが、希望の品が必ず置い
てるわけではありません。できる限り事前にご準備いただくことをおすすめします。グ
リーンツアーでは、各コース初回にお申込み頂きましたお客様にご案内させて頂きます。

Q.�四国霊場を参拝したときの白衣や輪げさは、関東三十六不動や知多
八十八霊場、四国別格二十霊場でも使用できますか?

A.�使用できます。宗旨・宗派を問わずして参拝いただける霊場ですので、四国霊場の白衣
や輪げさを使っても問題ありません。なお観音霊場専用の白衣・輪げさもあります。

Q.�おまいりの途中で体調が優れない場合、参拝せずにバス車内で待って
いてもいいですか?

A.�大丈夫です。無理をせずに、バス車中で皆様が戻ってくるのを待っていてください。

Q.参拝するのに、線香やロウソクはどれくらい必要ですか?
A.�1ヶ寺につき本堂まで(または観音堂)の1ヶ所の参拝をします。そのため、1ヶ寺あたり
線香3本、ロウソク1本が必要です。

百八煩悩消滅の旅百八煩悩消滅の旅

開創２１０年記念

U53 第第33回回第3回 1泊2日

※バスガイドは同行しません
※巡拝用品は第１回にてご案内致します

■宿泊：南知多温泉郷　海栄館　鯱亭

■宿泊：アズイン大府

各寺院記念御朱印が
ございます。

コ
ー
ス

1 各地(6:30～7:30)～(昼食)～ ⑧高尾山
⑳深川不動堂～㉑薬研堀不動院～浅草【泊】

2
ホテル～㉒不動院～㉔飛不動尊～㉓橋場不動院～
⑲目黄不動尊～⑬目赤不動尊～⑫南蔵院～(昼食)
～㉖西新井大師～㉕皿沼不動～㉛岩槻大師～大
宮市内【泊】

3 ホテル～㉚總願寺～㉗川越成田山～㉘喜多院～
(昼食)～㉙洞昌院～各地(19:30～20:30頃)

10月   23　出発予定

コ
ー
ス

1
各地(5:40～6:40)～⑦川崎大師～≪東京アクア
ライン≫～海ほたる～㉜岩瀬不動尊～㉝高塚不動
尊～房総白浜【泊】

2 ホテル～㉟大聖寺～㉞宝勝院～(昼食)～㊱成田
山・米屋観光センター～浅草【泊】

3
出発まで浅草寺など自由 ホテル～東京スカイツ
リー(展望見学)～両国国技館･東京駅(車窓)～築地
場外市場(買物･昼食)～各地(18:20～19:20頃)

U63 第第33回回第3回 2泊3日

1回目参加者プレゼント

納め札（100枚）1束・開創２１０年記念
知多四国巡礼経本プレゼント

※送迎対応になる
　場合があります

開創210年
記念宝印
第53番 安養院

■宿泊：ホテルルートイン半田亀崎 ※お部屋は1人部屋対応です

①四萬部寺

⑦川崎大師 八角五重塔

上陸大使像 知多四国霊場会提供

※巡拝用品は2週間前までに最寄りの窓口へお申し込みください。納経料（ 1ヶ寺300円)は旅行代金に含まれません。

コ
ー
ス

1 各地(6:10～7:35)～㉚㉙㉘㉗㉖㉕㉔㉓㉒～秩父【泊】

2 ホテル～⑱①②③④⑤⑦⑥⑧⑨⑩～秩父(昼食)～⑪⑫⑮⑬
⑭⑯⑰⑲⑳㉑～秩父【泊】

3 ホテル～㉜㉛㉝㉞～長瀞（昼食)～各地(18:30～20:00頃)

可 多 土 瑞 
9月   24
9月  27

■乗車ルートと出発日
笠 多 土 瑞 恵 

4名様1室(又は相部屋) 3名様一室 2名様一室
48,000円 49,000円 52,000円

■旅行代金:(大人お1人様)2泊7食(朝2・昼3・夕2)

■宿泊：ローズホテル横浜［1泊目］  新宿ワシントンホテル ［ 2泊目］
■宿泊：ニュー魚眠荘［1泊目］  パレスホテル大宮 ［ 2泊目］ ■宿泊：グランドホテル太陽［1泊目］  浅草ビューホテル ［ 2泊目］

■宿泊：ふれあいの宿遊遊NASA

［ 記念散華授与期間］
2018年1月1日～
2019年6月30日迄

■宿泊：宇和島国際ホテル［1泊目］　アジュール汐の丸［2泊目］

■宿泊：ナチュラルファームシティ農園ホテル［1泊目・2泊目］

■ 宿泊： 喜代美山荘 花樹海［1泊目］ 
宿坊 桜池院［2泊目］

3月   14
■乗車ルートと出発日

1回で

満願
成就

1回で

満願
成就
秩父三十四ヶ所観音霊場めぐり秩父三十四ヶ所観音霊場めぐり

全3回で

満願
成就

全3回で

満願
成就四国別格二十霊場四国別格二十霊場

&高野山諸堂めぐり&高野山諸堂めぐり

別格二十霊場念珠を作ろう!!
お寺の名前の入った珠を各お寺で購入することが
できます。
男珠・女珠と2種類あり、各300円、親玉500円。
購入希望の方は、当日添乗員までお申し付けください。

U12 第第22回回第2回 2泊3日

U90
名様
より

出発保証
15

文化6（1809）年第79番妙楽寺住職亮山阿闍梨がお大師様の
夢告により発願し四国霊場を開創されて来年2019年で210年を迎えます。

※バスガイドは同行しません。添乗員と知多四国霊場会公認先達が同行します。※各回サカガワ観光バスまたは東鉄タクシーの小型バスでの運行です。

※ご朱印代金（各寺100円）は旅行代金に
　含まれていません。

名様
より

出発保証
25

U11 第第11回回第1回 1泊2日

中 恵 瑞 　
可 土 多 

※送迎対応になる
　場合もあります。

ホテル全景(イメージ) 

5月   15　10月   16　出発予定
■出発日(予定)

巡拝用品は第1回で販売します。

各回定員20名様予定

■出発日(予定)

■�最少催行人員(各コース毎に表示、又特に指定の無いコースは25名)に満たない場合は中止
する場合がございます。

■参加人員が少ない場合は中型バスにて運行する場合があります。
■�お申し込み後、お客様の都合により旅行を取消される場合は下記の取消料を申し受けます。
■�参加者の人員減、旅行開始日･コースの変更は取消とみなされますので、取消料がかかります。

■グループ一室(個室型)コースで人員変更の場合は、取消料の他に最終参加人員による旅行代
金の差額を申し受けます。
■添乗員は原則として同行いたしません。尚、総括旅程管理は東鉄観光(株)グリーンツアーセン
ターで行います。

取消日

旅行開始日前日から起算し、
さかのぼって下記にあたる日 旅行開始日の 旅行

開始後
無連絡
不参加21日まで

20日から
11日まで

10日から
8日まで

7日から
2日まで

前日 当日

日帰り 無料 20%
30% 40% 50% 全額

宿泊 無料 20%

※ マークコースは、　　　　　

　　　
スタンプは2倍となります。

お支払いはコンビニ・ゆうちょ銀行でお振込できます
お振込ご希望の方はご予約時にお申し出下さい。

事務手数料として1件につき100円のご負担をお願いします。

※�15名以上(一箇所乗車)のお客様は、ご希望の場所まで配車いたします。但し同一コース、1グループとさせていただきます。
　尚、配車地区、コースによってお断りする場合があります。詳しくは係員にお尋ね下さい。
※出発日の3日前より乗車地の変更はできません。

多多治見駅北口(税務署東側)
笠東鉄笠原車庫

土土岐市駅裏
瑞瑞浪駅裏

恵東鉄恵那車庫
中中津川北恵那車庫

可東鉄可児車庫

〈略号〉 〈略号〉 〈略号〉

乗車ルートの見方
乗車地・乗車順を簡略記号で表示し、
各コースに簡略表示します。

笠 多 土 瑞 恵　
※乗車順に乗車場所略号を並べます。

表示例

■本旅行実施にあたっては契約変更及び免責、損害賠償等に関する事項は東鉄
観光の旅行業約款ならびに旅行業法の定めるところによります。■詳しい旅行条
件を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。
■この旅行の内容は平成29年12月1日現在を基準としています。
■小人の旅行代金は、予め小人代金が記載してあるコース以外は、大人代金の日帰り1,000
円引・宿泊2,000円引となります。
■幼児席確保・座席使用料について
シートベルト着用義務化に伴い参加者全員の座席確保をするため ｢幼児座席使用料｣を
設定いたしました。
幼児ご同伴のお客様は必ずお申し込み時に予約お願いします。(ご予約にない幼児はご参
加いただけません。)
■幼児座席使用料(幼児1名につき1席)対象:6歳未満�※1歳以下のお子様はシートベルトの着用が

できないためご遠慮下さい。※予め幼児代金の設定がある商品は
その代金を適用いたします。(1日当り3,000円)
※座席使用料の他に別途料金が必要なコースもありますの　

　　　　　　　　　　　　�で詳しくはお尋ね下さい。

日帰り 1泊2日

3,000円 6,000円

お申込の皆様へ〈ご案内〉

グリーンツアーのご乗車場所は取り扱い各店にてご案内いたします。また、東鉄恵那車庫・可児車庫・小牧車庫・笠原車庫・土岐市駅裏（徒歩約10分）・北恵那車庫は無料駐車（予約制となります）ができます。

グリーンツアーのご乗車場所は取り扱い各店にてご案内いたします。また、東鉄恵那車庫・可児車庫・小牧車庫・笠原車庫・土岐市駅裏（徒歩約10分）・北恵那車庫は無料駐車（予約制となります）ができます。

お申し込み・お問い合わせは、お近くの東鉄観光または下記取扱店へ

グリーンツアーのご乗車場所は取り扱い各店にてご案内いたします。また、マックスバリュ小牧堀の内店と東鉄小牧車庫は無料駐車(予約制となります)ができます。

                    高速バスのご予約は 東鉄観光の窓口へ お待たせしません!!

岐阜県知事登録旅行業　第2-45号

旅行企画・実施　東鉄観光

協賛　東濃鉄道 航空券発売!!

(一社)全国旅行業協会会員
岐阜県多治見市栄町1-38
総合旅行業務取扱管理者�:�加藤�登

簡単
便利

各支店にて受け付け��❶コース番号❷出発希望日❸お名前・年齢(参加者全員)❹参加人数❺住所・電話番号

※事務手数料1件につき100円
電話で予約 出発�(案内書をご持参下さい。)コンビニ振込振込用紙を

お送りします。

簡単
便利

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、担当者
からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記取扱管理者にご質問下さい。

◆東鉄観光小牧支店(小牧バス車庫内)�☎(0568)78-6221�営業時間[平日]9:00～18:00[土・日曜・祝日定休日]
◆受託販売
〈小牧地区〉
■犬山ツーリスト小牧旅行センター�☎(0568)71-0501
■名鉄観光桃花台支店 �☎(0568)78-1251
■名鉄観光尾張中央支店�☎(0568)75-2221
■ツーリストアイチイオン小牧店�☎(0568)76-1801
■ジェイ・トラベル・オフィス�☎(0568)71-1007
■K M トラベル本社 �☎(0568)77-8111
■あ お い 観 光�☎(0568)73-5139
■シーサートラベル小牧�☎(0568)42-2050
■ JA尾張中央小牧旅行センター�☎(0568)77-5180

〈春日井地区〉
■ツーリストアイチ�サンマルシェ店�☎(0568)92-1311
■アース・トラベル�ザ・モール春日井旅行サロン�☎(0568)85-0135

〈江南･丹羽郡地区〉
■犬山ツーリスト扶桑旅行センター�☎(0587)91-2123
■トラベルサロン扶桑 �☎(0587)92-4649

〈北名古屋・岩倉地区〉
■トラベルメイト本社営業所�☎(0568)24-0880
■グッドトラベルサービスアピタ岩倉店�☎(0587)65-5100

グリーンツアー予約センター(日・祝日 定休日)

90120-38-0770 営業
時間  平　日 9：00～18：00

土曜日 9：00～17：00

お申し込み・お問い合わせは、お近くの東鉄観光または下記取扱店へ

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取
扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がご
ざいましたら、ご遠慮なく上記取扱管理者にご質
問下さい。

■グリーンツアーセンター�☎(0572)22-8533

■�中央支店(多治見駅前)�☎(0572)24-0770
営業時間【平日】10:00～19:00【土曜日】10:00～18:00【日曜・祝日定休日】

●�土岐支店(土岐市駅前)� ☎(0572)55-3501

●�中津川支店(北恵那交通本社1階)� ☎(0573)66-1560

●�小牧支店(小牧バス車庫内)� ☎(0568)78-6221
　●印�支店営業時間【平日】9:00～18:00【土・日曜・祝日】定休日

�■多治見(営)バス車庫�☎(0572)44-1616
�■可児(営)バス車庫�☎(0574)63-4385
�■土岐(営)バス車庫�☎(0572)59-8760
�■恵那(営)バス車庫�☎(0573)26-2137
�■小牧(営)バス車庫�☎(0568)78-5520

                    高速バスのご予約は 東鉄観光の各窓口へ お待たせしません!!

旅行企画・実施　
岐阜県知事登録旅行業　第2-45号

東鉄観光
岐阜県知事登録旅行業　第2-45号
旅行企画・実施　

東鉄観光
(一社)全国旅行業協会会員
岐阜県多治見市栄町1-38
総合旅行業務取扱管理者�:�加藤�登

(一社)全国旅行業協会会員　岐阜県多治見市栄町1-38
総合旅行業務取扱管理者�:�加藤�登

お申し込み・お問い合わせは、お近くの東鉄観光または下記取扱店へ

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での
取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明
にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記取扱管理者にご
質問下さい。

協賛�東濃鉄道
航空券発売!!

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での
取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明
にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記取扱管理者にご
質問下さい。

協賛�東濃鉄道
航空券発売!!

岐阜県知事登録旅行業　第2-45号

旅行企画・実施　東鉄観光
(一社)全国旅行業協会会員　岐阜県多治見市栄町1-38
総合旅行業務取扱管理者�:�加藤�登

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での
取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明
にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記取扱管理者にご
質問下さい。

グリーンツアーのご乗車場所は取り扱い各店にてご案内いたします。また、マックスバリュ小牧堀の内店と東鉄小牧車庫は無料駐車(予約制となります)ができます。
お申し込み・お問い合わせは、お近くの東鉄観光または下記取扱店へ

協賛�東濃鉄道
航空券発売!!

    東京スカイツリーⓇ関連の商品発売中!! 詳細は東鉄観光の窓口へ

    東京スカイツリーⓇ関連の商品発売中!! 詳細は東鉄観光の窓口へ

［受託販売］東濃鉄道
岐阜県知事登録旅行業�第3-65号 岐阜県多治見市栄町1-38

☎（0572）22-1231
総合旅行業務取扱管理者：林�勉

A

C

B

D

※瑞浪支店は土岐支店と統合します。土岐支店へお問い合わせ下さい。
※恵那営業所は中津川支店と統合します。中津川支店へお問い合わせ下さい。

協賛　東濃鉄道 航空券発売!!

簡単
便利

各支店にて受け付け��❶コース番号❷出発希望日❸お名前・年齢(参加者全員)❹参加人数❺住所・電話番号

※事務手数料1件につき100円
電話で予約 出発�(案内書をご持参下さい。)コンビニ振込振込用紙を

お送りします。

グリーンツアー予約センター(日・祝日 定休日)

90120-38-0770 営業
時間  平　日 9：00～18：00

土曜日 9：00～17：00

岐阜県知事登録旅行業　第2-45号

旅行企画・実施　東鉄観光
(一社)全国旅行業協会会員　岐阜県多治見市栄町1-38
総合旅行業務取扱管理者�:�加藤�登

グリーンツアーのご乗車場所は取り扱い各店にてご案内いたします。また、東鉄恵那車庫・可児車庫・小牧車庫・笠原車庫・土岐市駅裏（徒歩約10分）・北恵那車庫は無料駐車（予約制となります）ができます。
お申し込み・お問い合わせは、お近くの東鉄観光または下記取扱店へ

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取
扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がご
ざいましたら、ご遠慮なく上記取扱管理者にご質
問下さい。

■グリーンツアーセンター�☎(0572)22-8533

■�中央支店(多治見駅前)�☎(0572)24-0770
営業時間【平日】10:00～19:00【土曜日】10:00～18:00【日曜・祝日定休日】

●�土岐支店(土岐市駅前)� ☎(0572)55-3501

●�中津川支店(北恵那交通本社1階)� ☎(0573)66-1560

●�小牧支店(小牧バス車庫内)� ☎(0568)78-6221
　●印�支店営業時間【平日】9:00～18:00【土・日曜・祝日】定休日

�■多治見(営)バス車庫�☎(0572)44-1616
�■可児(営)バス車庫�☎(0574)63-4385
�■土岐(営)バス車庫�☎(0572)59-8760
�■恵那(営)バス車庫�☎(0573)26-2137
�■小牧(営)バス車庫�☎(0568)78-5520

                    高速バスのご予約は 東鉄観光の各窓口へ お待たせしません!!

［受託販売］東濃鉄道
岐阜県知事登録旅行業�第3-65号 岐阜県多治見市栄町1-38

☎（0572）22-1231
総合旅行業務取扱管理者：林�勉

東鉄観光瑞浪支店と恵那営業所は11月30日をもちまして
閉店させていただくこととなりました。
閉店後は土岐支店又は中津川支店のご利用をお願い申し上げます。

協賛　東濃鉄道 航空券発売!!

簡単
便利

各支店にて受け付け��❶コース番号❷出発希望日❸お名前・年齢(参加者全員)❹参加人数❺住所・電話番号

※事務手数料1件につき100円
電話で予約 出発�(案内書をご持参下さい。)コンビニ振込振込用紙を

お送りします。

グリーンツアー予約センター(日・祝日 定休日)

90120-38-0770 営業
時間  平　日 9：00～18：00

土曜日 9：00～17：00

岐阜県知事登録旅行業　第2-45号

旅行企画・実施　東鉄観光
(一社)全国旅行業協会会員　岐阜県多治見市栄町1-38
総合旅行業務取扱管理者�:�加藤�登

12月1日より

12
月
1
日
よ
り

﹇
受
託
販
売
﹈

東濃鉄道
岐阜県知事登録旅行業�第3-65号

岐阜県多治見市栄町1-38
☎（0572）22-1231
総合旅行業務取扱管理者：林�勉

［受託販売］東濃鉄道
岐阜県知事登録旅行業�第3-65号

岐阜県多治見市栄町1-38
☎（0572）22-1231
総合旅行業務取扱管理者：林�勉

12月1日より店舗統合のご案内
※瑞浪支店は土岐支店と統合しました。
　土岐支店へお問い合わせ下さい。
※恵那営業所は中津川支店と統合しました。
　中津川支店へお問い合わせ下さい。

岐阜県知事登録旅行業　第2-45号

旅行企画・実施　東鉄観光

協賛　東濃鉄道 航空券発売!!

(一社)全国旅行業協会会員
岐阜県多治見市栄町1-38
総合旅行業務取扱管理者�:�加藤�登

簡単
便利

各支店にて受け付け��❶コース番号❷出発希望日❸お名前・年齢(参加者全員)❹参加人数❺住所・電話番号

※事務手数料1件につき100円
電話で予約 出発�(案内書をご持参下さい。)コンビニ振込振込用紙を

お送りします。

グリーンツアー予約センター(日・祝日 定休日)

90120-38-0770 営業
時間  平　日 9：00～18：00

土曜日 9：00～17：00

12/30㈯ 9：00～15：00　12/31㈰～1/3㈬ 休業　1/4㈭より 通常営業
【年末年始の営業時間のご案内】
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