JR名古屋駅 出発日限定 添乗員同行ツアー

近江路古刹・湖東三山巡りと
永源寺紅葉散策 メナード青山リゾート泊
金剛輪寺

10：20 〜 11：30（70分）
金剛輪寺の紅葉は「血染めのもみじ」
として全国的に知られています。

西明寺

名神高速道路

1日目

11：45 〜 13：00（75分）

境内 1 面を覆う苔が美しい四季折々の
風情と紅葉が堂塔伽藍を彩ります。

JR名古屋駅
8：30発
バス会社 菰野東部交通

1日目
ご昼食

一休庵

13：00 〜 14:00（60分）
一休庵本店にて「和牛鍋と自家製
豆富御膳」をご堪能頂きます。

©(公社)びわこビジターズビューロー

©(公社)びわこビジターズビューロー
©一休庵

1泊3食

JR名古屋駅
出発日限定 添乗員同行ツアー

11月18日（月）・ 11月22日（金）

旅行代金 お一人様

29,800 円 （
（税込）

）

2〜5 名 1 室
同額料金

名神高速道路

2019年

当日:昼
昼食・夕食
食・夕食
当日:
翌日:朝
朝食
食
翌日:

宿泊：青山ホテル 洋室 または 和室

百済寺

1日目

14：20 〜 15:30（70分）
聖徳太子により創建され、重厚な
石垣に覆われた山城のある寺院。
日本の紅葉百選にも選ばれています。

※2 名 1 室は洋室、3 名〜5 名 1 室は和室になります ※1 名 1 室をご希望の場合はお問い合わせください

夕食：橘会席またはフレンチフルコース
※小人料金設定はございません

JR名古屋駅

2日目

新名神～名神高速道路

名神高速道路

18：10頃着

永源寺

15:00 〜 16：00（60分）

約 650 年前に開山された、もみじの
里として親しまれている寺院。
山もみじを中心とする木々が境内を
鮮やかに包み込みます。

©永源寺

宿泊
＆
2日目

©百済寺

メナード青山リゾート
1日目 17：30着 / 2日目 13：00発
選べる夕食、温泉、花畑、の高原を満喫

◆ハーブガーデン
入園券付
◆施設利用券
1,000 円分付

青山ホテル

セージ

選 べる夕食

落ち着いた雰囲気の客室と、 各
種リラクゼーション施設が充実し
ています。

ハーブガーデン内に広がるセー
ジの花々はこの季節に競い合う
かのように咲き誇ります。

旬の素材、 地元産の味覚を大切
にしました。 和会席またはフレン
チフルコースよりご選択ください。
©メナード青山リゾート

※仕入れ等の都合により、
内容や食材の産地等が変更になる場合があります ※写真・イラストはイメージです

1 日目行程
8:30発

近江路古刹・湖東三山めぐり
10:20 〜 11：30
（70分）

11:45 〜 13：00
（75分）

金剛輪寺

西明寺

一休庵 豆富御膳

山もみじやトウカエデが境内一面に
広がる観音様をご本尊とする寺院。
本堂の大悲閣が国宝、 三重塔や
木造十一面観音像など 14 の文化
財が、 国の重要文化財に指定され
ています。 金剛輪寺拝観券付

平安時代の承和元年 （834 年）、
三修上人が仁明天皇の勅願により
開創された寺院。 2015 年、 アメリ
カのニュース専門放送局 「CNN」
の WEB 特集において厳島神社 ・
金閣寺と並び 「日本の最も美しい
場所 31 選」 に選ばれています。

一休庵名物 ・ 一休豆富
は国産大豆 100％使用。
豆富職人が大豆本来の
旨味とコクに徹底的にこ
だわり作り上げた逸品で
す。

JR名古屋駅

河合塾●
●ビックカメラ

●ローソン

【太閤通口】 集合場所
【桜通口】

噴水前

13:00 〜 14：00
（60分）

西明寺拝観券付

14:20 〜 15：30
（70分）

百済寺
百済寺は今から 1400 年以上前の
606 年 （推古 14 年）、 聖徳太子
の勅願により創建された近江国最
古の寺院です。 仁王門の大草履に
触れて無病長寿を願えば大昔から
続く人々の想いを感じられます。
「百寺巡礼」 の作家五木寛之氏も
百寺満願成就を込めて大草履に触
れられたそうです。
百済寺
拝観券付
©百済寺

17:30着
ご宿泊＆ご夕食

©百済寺
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©一休庵

メナード青山リゾート

御朱印めぐりにもおすすめです

2 日目行程

メナード青山リゾート ゆったり滞在 13：00 出発

モデルスケジュール（一例）
15:00 〜 16：00（60分）

◆メナード青山リゾート

セージイメージ

コスメ体験教室

ハーブリース

昼食(一例)マルゲリータエクストラ

ハーブガーデン散策

コスメ体験教室 「リップカラー」
ハーブクラフト 「ハーブリース」
などリゾートならではの体験教室
は旅の想い出におすすめです。

広い面積でセージが咲き誇り
幻 想 的 な 風 景 が 広 が り ま す。
秋の高原が華やかに彩られる風
景はリゾートの秋の風物詩です。

南北朝時代の興安元年 （1361 年） に時の近江守護
職 ・ 佐々木六角氏頼公が入唐求法の高僧寂室禅師
に帰依し、 領内の土地を寄進し伽藍を創建したこと
が始まりです。 境内はカエデをはじめとする様々な
自然の木々に覆われ、 静寂の向こうよりかすかに聞
こえる野鳥のさえずりや愛知川に渓声、 春夏秋冬の
うつろう風土と山の空気が伝わります。
永源寺拝観券付

昼食(一例)ざるそば

11：00 〜 12：30

13：00

各自ご昼食
昼食時に施設利用券をご利用いただけ
ます。 そば処 「霧生庵」、 パスタ＆ピッ
ツァハウス 「マストゥニコーラ」 などがご
ざいます。

メナード
青山リゾート発

10：00 〜 11：00
各種体験教室(オプション）

9：00 〜 10：00

永源寺

セージに染まる秋のリゾートで、花々に囲まれた癒
しの風景に満たされる休日を…。
木々の紅葉と共に色づいてゆくメキシカンセージ、
ローズリーフセージなど各種セージの美しさをご
堪能ください。また、自分だけのコスメが創れるコ
スメ体験教室はメナード青山リゾートならでは。リ
ゾート内に湧出する自家源泉の霧生温泉はアルカ
リ性単純温泉の良質なお湯が自慢です。

©永源寺

18:10頃着

※2 日目の昼食はツアー内容に含まれません。

ハーブガーデン入園券付

JR名古屋駅

©メナード青山リゾート

ご案 内(お申込み前に必ずお読みください)
この旅行は、株式会社サンフイルド(以下「当社」
といいます)が企画・実施するもので、参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
旅行契約の内容・条件は本紙面及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
お申込み/ご予約は電話、FAXにて承ります。バスツアー旅行参加申込書をお受け取りいただきました後、7日以内に旅行代金全額を納入いただいた時点で
旅行契約が成立したものとします。
旅行代金/旅行代金には行程の交通費等の経費を含みます。18歳未満の方のみのご参加及び、3歳以下の小人はご参加できません。小人料金の設定はございません。
出
発/天候·道路状況等の悪化及び、最少催行人員20名に満たない場合は旅行の中止をお願いする場合があります。
この場合、原則として出発日の10日前
までにご連絡いたします。
取 消 料/お申込み後、お客樣の都合により旅行を取消しされる場合、下表の取消料を申し受けます。※お取消し受付時間は、お申込み場所の営業時間となります。
そ の 他/このご旅行条件は令和元年6月１日を基準としています。その他の事項については愛知県知事認可の旅行業約款によります。
詳しい旅行条件を説明した書面(旅行条件書)をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。
国内旅行傷害保険加入のお勧め/当社ではお客様が予期せぬ怪我やトラブルに遭遇した場合、旅行業約款に基づく補償をいたしますが、別途、お客様の任意で
充分な保険金額の国内旅行傷害保険にご加入されることをお勧めします。
※バス座席は当社で決めさせて頂きます。予めご了承願います。 ※奇数でのご参加の際は男女関係なく相席になる場合がございます。

宿泊バスツアーの取消料を申し受けています

取消日

〈取消日：旅行開始日の前日から起算・取消料：旅行代金に対する料率〉
旅行開始日の前日から起算して
20日〜8日前
7〜2日前
20％
30％

※お客様の都合により、所定の期日以内に旅行を取消される場合、取消料を申し受けます。

前 日

当 日

40％

50％

無連絡不参加
旅行開始後
100％

◎個人情報の取扱について：当社は旅行申込みの際にご提出いただいた申込書または電話でお伺いした個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の
手配のために利用させていただくほか、必要な範囲において当該機関等に提出いたします。

旅 行 企 画・実 施

〒460-0003 名古屋市中区丸の内 3 丁目 18-15( メナードビル 11Ｆ)
（一社）全国旅行業協会正会員

お問い合せ・お申し込み先

株式会社サンフイルド 青山リゾート営業所
【営業時間】 9：00〜18：00

TEL ０５９５-５４-１０３９

FAX ０５９５-５４-１３５９

https://www.menard.co.jp/resort/
〒518-0295

三重県伊賀市霧生 2356

登録番号 愛知県知事登録旅行業第 2−351 号
（一社 ) 全国旅行業協会正会員国内旅行業務取扱管理者 大西康由

