＞＞＞お問合せ・お申込みは

Ｊ Ｒ 本 竜 野 駅 前

前

斑鳩寺さん仁王門前

駅

太子町蓮常寺森重さん前

干

ヤマダストアー大津店さん前

網

お１人様参加歓迎

電

心配ご無用！

山

朝食おむすび付き

前

７時前出発には嬉しい

駅

自社添乗員同行

干

旅行中も安心♪

網

2009 年もいよいよ終盤となりました。100 年に一度の不況、新型インフルエン
ザ、自然災害と、暗い、悲しい話題が多く目につきました。私たちも、これらの
影響を多大に受ける一年となりました。それでも、こうしてかわら版を発行し続
けることが出来るのは、全て地域の皆様の支えがあってこそ。本当にありがとう
ございます。私たちはこの言葉では表すことのできない感謝の気持ちを精一杯込
めて、
「大謝恩祭」として旅の品質は落とすことなく、従来よりも価格を下げ、多
くの方に参加していただきやすいように、商品企画をしました。必ずや皆様に満
足していただけると考えております。これからも地域の皆様と共に生きていく会
社でありたい。そんな願いが詰まった秋・冬の旅へ一緒に出掛けましょう。

全コース地元発着

Ｒ

集合・解散も楽々！

Ｊ

乗車地をお選び下さい

平日 9：30～18：00（土曜日は 17：00 まで）
※日・祝日は定休日です

ＪＲ網干駅前の駐車場ご利用の方は、ツアー専用
の駐車場割引券をご用意しております。お申し込
みの際にお申し出ください。

日曜・祝日はＦＡＸでの申し込みを受け付けております！
代表者様の氏名・年齢・ご住所・連絡先・乗車地希望と参加者全員の氏名・年齢・ご住所・連絡先を明
記のうえ、０７９－２７４－４７７１へＦＡＸしてください。確認後、連絡をさせていただきます。

※ヤマダストアーさん、森重さん、斑鳩寺さんの駐車場はご利用い
ただけません。予めご了承くださいませ。

2009 年謝恩祭目玉企画！私たちの想いが詰まった早い者勝ちのお得ツアー！
０７５

０７６

兵庫県

京都府

お買物

グルメ
１２月
20 日、21 日、
22 日、23 日、
24 日、25 日、
26 日、27 日、

6,590 円
昼食付き

カメラをお忘れなく！京の紅葉散策！

１．企画担当者の熱意で実現したこの内容でこの価格
①茹でガニ１杯、②カニ刺し、③焼きガニ、
④カニすき、⑤カニ雑炊
合計２.５杯のかにづくし料理をご用意！
２．もちろんお土産にはカニのお買物へご案内！
３．出石自由散策で「おやつ蕎麦」はいかがですか？
※出石の蕎麦は各自負担の自由食となります
各地（8:30 頃）＝久美浜温泉湯元館＝＝かに一番(お買物)
＝出石＝＝各地（19:30 頃）

企画のポイント

企画のポイント

１．昼食は浜坂かにフルコース、
今年は、かに刺し 2 本付き！
２．選べるお土産付き（ゆで姿かに ｏｒ 新巻鮭）
３．その他嬉しいちょっぴりプレゼント！
（お茶漬け２袋、皿そば試食、健康茶２袋）
※お申込みの際にお土産をお選び下さい。
※このツアーのみＪＲ姫路駅乗車が可能です。
各地（7:30 頃）＝＝海鮮せんべい但馬＝＝渡辺水産＝
＝出石（そば藤）＝＝但馬パオパオ＝＝各地（19:30 頃）

京都府

奈良県

三重県

紅葉

紅葉

イベント

イベント

２．哲学の道をたっぷり４時間
３．あの有名なポスターにもなった
曼殊院の紅葉をご案内！

１．知る人ぞ知る！
あの「光明寺」の紅葉をご案内
２．幻想的な清水寺のライトアップを
ゆっくり９０分！
３．夕食は順正で湯豆腐をご賞味

１．話題の「阿修羅像特別公開」を
ゆっくり９０分！
２．
「第６１回正倉院展」は
たっぷり１２０分！

各地（7 時頃）＝貴船口+++叡山鉄道+++出町柳＝

各地（13 時頃）＝光明寺＝清水寺順正…清水寺＝

各地（7 時頃）＝＝興福寺＝＝奈良市内昼食＝＝

南禅寺…哲学の道＝曼殊院＝各地（18:30 頃）

＝各地（２２:３０頃）

＝正倉院展＝＝各地（17:30 頃）

11 月 17 日
（火）
11 月 24 日
（火）

11 月 20 日
（金）
11 月 27 日
（金）

6,300 円
自由食

11 月 5 日（木）
11 月 10 日
（火）

9,300 円
夕食付き

お客様の企画が実現しました！

9,300 円
昼食付き

企画のポイント

京都府

企画のポイント

０８０

企画のポイント

０７９

企画のポイント

０７８

叡山鉄道の紅葉のトンネル

「なばなの里」イルミネーション
２．昼食(弁当)＆早めの夕食（バーべＱ）
付きでこの価格！
３．地元発着だから遅い帰着も安心！

各地（10:30 頃）＝なばなの里＝各地（22:30 頃）

12 月 19 日
（土）
1 月 23 日（土）

京都府

兵庫県

見学

お買物

ご利益

ご利益

たっぷり１２０分
３．昼食(弁当)付きでこの価格を実現！

１．大興奮！？リニューアル直後の
三田プレミアムアウトレット９０分！
２． マリンピア神戸でも９０分！
３．昼食は神戸三田新阪急ホテルの
おしゃれなランチバイキング

１．毎年恒例！お年玉プレゼント付！
２．商売繁盛「伏見稲荷大社」
３．受験生必見「北野天満宮」
４．開運・厄除け「平安神宮」

企画のポイント

兵庫県

企画のポイント

兵庫/大阪

企画のポイント

０８４

企画のポイント

０８３

２．国華園の菊花展を

9,900 円
昼食・夕食付き

来る年は、必ず良い年にするぞ！

０８２

「へぇ～」の発見！？

昼食付き

１．ふれあいツアー冬の風物詩

０８１

１．家電リサイクル工場見学で

12,000円

一度は見たい！季節限定人気イベント

０７７

１．混雑を避け、敢えて早い時間に

12 月 9 日（水）
12月13日
（日）
1 月 16 日（土）

１．巡る七福神の 7 ヵ寺全ての
拝観料込みの金額です！
２．淡路名物「宝楽焼」のご昼食！
３．福笹（ふくざさ）つき！

５．上七軒の「くろすけ」でご昼食！！

各地（8:30 頃）＝＝ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ＝＝

各地（8:30 頃）＝三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ＝神戸三田新阪急ﾎﾃﾙ

各地（7 時頃）＝伏見稲荷＝くろすけ…北野天満宮

各地（7 時頃）＝七福神を巡ります＝鳴門岬荘

国華園＝＝各地（18:30 頃）

＝神戸海洋博物館＝ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸＝各地（18 時頃）

＝平安神宮＝各地（18 時頃）

＝七福神を巡ります＝各地（19 時頃）

11 月 6 日（金）

12 月 10 日
（木）

1 月 3 日（日）

1 月 19 日（火）
1 月 28 日（木）

5,600 円
昼食付き

7,000 円

8,800 円
昼食付き

昼食付き

ＴＥＬ０７９－２７３－２４２１

■ご案内（お申し込み前に必ずお読みください）
※各ツアーの最少催行人数は 20 名です。
この旅行は、株式会社国際旅行（以下「当社」といいます）が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社
と主催旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は各コースに記載さ
れている条件のほか、当社旅行業約款（主催旅行契約の部）によります。

兵庫県知事登録旅行業第2‐431 号

■取消料について

旅行企画・実施 株式会社国際旅行
姫路市網干区和久509－1 アサヒビル１階

(社)全国旅行業協会会員

１１日前まで

１０日前から８日前まで

７日前から２日前まで

前日取消

当日の取消

旅行参加後の前途放棄

無料

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

旅行代金の４０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

出発日の

総合旅行業務取扱管理者：門田基秀

7,500 円
昼食付き

