南海ふれあいツアー

あなたの楽しい旅を生む日本の旅のおてつだい

全国旅行支援(12/27まで)+いまなら。キャンペーン2022プラス(2/28まで)対象バスツアー
ワクチン接種歴（3回）又はPCR検査等※で陰性であることが確認できた方※ PCR検査の他、抗原（定量・定性）検査が対象
PCR検査・抗原定量検査：旅行・宿泊開始日の前日から起算して３日以内に陰性であること/抗原定性検査（簡易キット）：旅行・宿泊開始日の前日から起算して１日以内に陰性であること

「住吉神社」の総本山！大阪「住吉大社」初詣

名湯･湯村温泉 ５つ星の宿『佳泉郷 井づつや』に泊まる１泊２日

ホテル日航関西空港ランチバイキング・大阪の新名所 月化粧ファクトリー

世界最大級の木造三大仏「但馬大仏」と但馬の小京都 「出石」 散策

旅行日 1/21(土)

旅行日 1/18(水)～19(木)

旅行代金

15,000円

最少催行人員

旅行代金２～４名１室

15名

最少催行人員

食事：昼食付(バイキング)

15名

食事：夕食１回

各地(7:30～9:30)＝＝有田IC＝＝阪南IC＝＝

38,000円

朝食１回

各地(7:20～9:20)＝＝西紀SA(自由昼食)＝＝但馬大仏＝＝
1

＝＝月化粧ファクトリー(大阪銘菓の工場見学へ)(10:15-11:00)＝＝

＝＝湯村温泉(15:30)到着後は湯けむり漂う湯村温泉街を自由散策

＝＝ホテル日航関西空港(昼食ランチバイキング)(11:30-13:00)＝＝

宿泊先：湯村温泉 佳泉郷井づつや

＝＝関西国際空港IC＝＝鉄砲IC＝＝住吉大社(13:45-14:35)＝＝

ホテル(9:00)＝＝マル海渡辺水産 / 海産物魚市場＝＝
2

＝＝大起水産 街のみなと まぐろパーク (15:10-15:50)＝＝美原南IC＝＝

＝＝余部鉄橋「空の駅」＝＝

＝＝岸和田SA(お買い物)(16:20-16:50)＝＝有田IC＝＝各地(17:30～19:30)

＝＝出石城下町(自由昼食・自由散策)＝＝各地(18:00～20:00)
おいでよ！みえ旅キャンペーン対象バスツアー(実質17,000円)

「近江神宮」初詣と雄琴温泉１泊２日・ラコリーナ近江八幡お買い物

渡し舟でしか行けない離島の5つ星の宿「わたかの温泉 福寿荘」１泊２日

旅行日 1/9(月)～10(火)

旅行日 12/18(日)～19(月)出発確定

旅行代金２～４名１室

旅行代金(A)２～４名１室

30,000円

28,000円

支援額(B)

8,000円

お支払い実額(A)-(B) 20,000円
地域応援クーポン
最少催行人員

15名

最少催行人員

食事：夕食１回 朝食１回
1

朝食１回

各地(7:40～9:40)＝＝鬼ヶ城(自由昼食)＝＝(15:30)渡鹿野島(泊)

＝＝京都東IC＝＝西大津バイパス＝＝近江神宮(15:40-16:20)＝

宿泊先：風待ちの湯 福寿荘(夕食は1人1尾伊勢海老付！)

1

＝＝(16:40)雄琴温泉/琵琶湖グランドホテル

離島ならではの穏やかな空気が流れる非日常的な空間！

ホテル(9:00)＝＝ラコリーナ近江八幡(お買い物)＝＝
2

15名

食事：夕食１回

各地(11:30～13:30)＝＝有田IC＝＝岸和田SA(14:10-14:25)＝＝

3,000円付

的矢湾に浮かぶ周囲6kmほどのわたかの島！対岸から渡し船で約3分！

＝＝近江八幡町並み(自由昼食・自由散策)＝＝

ホテル(9:00)＝＝伊勢神宮内宮・おかげ横丁＝＝

2

＝＝竜王IC＝＝岸和田SA＝＝有田IC＝＝各地(15:45~17:45)

＝＝VISON(ヴィソン)(自由昼食)＝＝各地(16:30～18:30)

みんなで！徳島旅行割対象バスツアー(実質10,000円)
新春！淡路島七福神めぐり

往路 南海フェリー新造船「フェリーあい」で行く大塚国際美術館(入館券付)

旅行日 12/17(土)

日帰り

旅行日 1/15(日)

旅行代金(A)

16,000円

支援額(B)

旅行代金

16,000円

5,000円

お支払い実額(A)-(B) 11,000円
とくしま周遊クーポン

最少催行人員

1,000円付

15名

食事：昼食付(弁当)

最少催行人員
スクロヴェーニ礼拝堂(写真は大塚国際美術館の展示作品を撮影したものです)

15名

食事：昼食付(弁当)

各地(7:20～9:20)＝＝有田IC＝＝海南IC＝＝

各地(5:30～7:30)＝＝有田IC＝＝泉大津PA(8:25-8:40)＝＝東浦IC＝＝

＝和歌山港(10:35発)~~南海フェリー(船中弁当昼食)~~(12:50着)徳島港＝

＝＝大黒天：八浄寺＝＝寿老人：宝生寺＝＝弁財天：智禅寺＝＝

＝徳島中洲IC＝＝鳴門北IC＝＝大塚国際美術館(13:20-16:00/入場券付)＝

＝＝福禄寿：長林寺＝＝布袋尊：護国寺＝＝恵美酒神：万福寺＝＝

＝＝鳴門北IC＝＝淡路ハイウェイオアシス(16:45-17:15)＝＝明石海峡大橋＝＝

＝＝毘沙門天：覚住寺＝＝洲本IC＝＝淡路SA(17:00-17:15)＝＝

＝＝紀ノ川SA(自由夕食)(19:00-19:30)＝＝有田IC＝＝各地(19:55～21:55)

＝＝紀ノ川SA(自由夕食)(19:00-19:30)＝＝有田IC＝＝各地(19:55～21:55)

旅行企画・実施 (一社)全国旅行業協会会員 和歌山県知事登録旅行業2-299号
㈱南紀観光ホールディングス 旅行業務取扱管理者

西川 実典

取消料：お申し込み後のお取消しは、お１人様につき取消料を頂きます
旅行開始日の

宿泊コース

7日目に当る日 旅行開始日の

お申込み/お問合せ(9:00～17:00)TEL 0738-22-1020 和歌山県御坊市薗３７

前日から起算

14日目に当たる日以後の解除

以後の解除

前日の解除

乗車場所：白浜＝田辺＝みなべ＝岩代＝切目＝印南＝御坊＝由良＝広川＝湯浅＝藤並

してさかのぼって

20%

30%

40%

貸切バスでの旅行・送迎などご相談下さい！TEL0738-22-1020
大

中

小

型

型

型

旅行開始後の解除

当日の解除
無連絡不参加

50%

100%

路線バス運転免許自主返納者割引あり(現金・PayPayのみ)
回数券やその他割引との併用不可・運転経歴証明書が必要

バス乗務員 募集中!(正社員登用の際は入社祝金制度あり)
詳しくは熊野御坊南海バス0738-22-1020まで！

梅の名所2箇所めぐり観光バスツアー

花いっぱい！約300本のしだれ梅「結城神社」と

北野天満宮+城南宮 神苑の枝垂れ梅は必見！

圧巻の枝垂れ梅！鈴鹿の森庭園

旅行日 3/5(日)

旅行日 3/11(土)

旅行代金

14,000円

最少催行人員

15名

旅行代金

16,000円

最少催行人員

15名

食事：自由食

食事：自由食

各地(6:30～8:30)＝＝有田IC＝＝岸和田SA(9:15-9:30)＝＝大原野IC＝＝

各地(6:20～8:20)＝＝有田IC＝＝岸和田SA(9:00-9:15)＝＝松原JCT＝＝

＝＝嵐山(自由昼食・自由散策)(11:00-13:00)＝＝

＝＝名阪関ドライブイン(自由昼食)(11:00-11:50)＝＝伊勢関IC＝＝

＝＝北野天満宮(ふんわり春香る梅苑にておよそ50種約1,500本)(13:30-14:30)＝

＝＝津IC＝＝結城神社(花いっぱい！約300本のしだれ梅)(12:30-13:30)＝

＝＝城南宮(空から降り注ぐような色鮮やかなしだれ梅の観賞)(15:00-16:00)＝

＝＝津IC＝＝<伊勢・東名阪>＝＝鈴鹿IC＝＝

＝＝城南宮南IC＝＝門真JCT＝＝紀ノ川SA(17:20-17:40)＝＝

＝＝鈴鹿の森庭園(しだれ梅の庭園。鈴鹿山脈との絶景は圧巻)(14:20-15:50)＝

＝＝有田IC＝＝各地(18:00～20:00)

＝＝岸和田SA(自由夕食)(17:45-18:15)＝＝有田IC＝＝各地(19:00～21:00)

千本鳥居で知られる神社「伏見稲荷大社」初詣と嵐山散策

名もなき池(モネの池)と水の都 郡上八幡・長良川温泉１泊２日

1,001 体の等身大の千手観音立像で知られる有名な仏教寺院「蓮華王院 三十三間堂」 旅行日 2/12(日)～13(月)

旅行日 1/8(日)

旅行代金２～４名１室

旅行代金

12,000円

最少催行人員
最少催行人員

32,000円

15名

15名

食事：夕食１回

食事：自由食

朝食１回

各地(11:00～13:00)＝＝有田IC＝＝岸和田SA(13:40-13:55)＝＝

各地(6:30～8:30)＝＝有田IC＝＝岸和田SA(9:15-9:30)＝＝大原野IC＝＝

1

＝＝多賀SA(15:30-15:45)＝＝岐阜各務原IC＝＝

＝＝嵐山(自由昼食・自由散策)(11:00-13:00)＝＝

＝＝(17:00)長良川温泉/ホテルパーク

＝＝蓮華王院 三十三間堂(13:35-14:20)＝＝伏見稲荷大社(14:30-15:30)＝
＝鴨川西IC＝＝岸和田SA(16:45-17:00)＝＝有田IC＝＝各地(17:40～19:40)

ホテル(9:00)＝＝根道神社(参拝・名もなき池・通称モネの池観賞)＝＝

2

＝＝郡上八幡(水の都を自由散策・自由昼食)＝＝郡上八幡IC＝

※蓮華王院 三十三間堂の拝観料は旅行代金に含まれます。

＝＝多賀SA＝＝岸和田SA(自由夕食)＝＝各地(18:40～20:40)

おいでよ！みえ旅キャンペーン対象バスツアー(実質11,000円)
なばなの里イルミネーション/国内最大級の光の楽園！今年のテーマは「天空の船」

旅行日 12/24(土)
旅行代金(A)

旅行日 1/12(木)
17,000円

支援額(B)

伊勢神宮内宮初詣＆最新商業リゾート施設！VISON(ヴィソン)
旅行代金

13,000円

5,000円

お支払い実額(A)-(B) 12,000円
地域応援クーポン
最少催行人員

1,000円付

15名

最少催行人員

食事：夕食弁当付き

15名

食事：自由食

※お土産に赤福餅(お一人様1箱8個入)プレゼント

各地(4:30～6:30)＝道の駅すさみ＝＝道の駅パーク七里御浜(8:55-9:10)＝

各地(8:00～10:00)＝＝有田IC＝＝岸和田SA(10:40-10:55)＝＝松原JCT＝＝

＝＝熊野大泊IC＝＝<熊野尾鷲・紀勢>＝＝勢和多気IC＝＝

＝＝名阪関DI(自由昼食)(12:30-13:30)＝＝亀山IC＝＝鈴鹿IC＝＝

＝＝VISON「癒・食・知」を備えた新しい商業リゾート施設へ)(10:45-13:15)＝

＝＝アクアイグニス(『癒し』と『食』をテーマにした複合温泉リゾート施設)＝

＝＝伊勢神宮内宮/おかげ横丁(13:40/15:10)＝＝伊勢西IC＝＝

＝＝なばなの里(ベゴニアガーデン+イルミネーション)(17:00点灯予定)＝

＝＝名阪関DI(16:05-16:20)＝＝<名阪国道・西名阪・阪和>＝＝

＝＝天理PA＝＝紀ノ川SA＝＝有田IC＝＝各地(21:40～23:40)

＝＝岸和田SA(自由夕食)(18:00-18:30)＝＝有田IC＝＝各地(19:10～21:10)

いまなら。キャンペーン2022プラス(2023年2/28まで) 対象バスツアー

いまなら。キャンペーン2022プラス(2023年2/28まで) 対象バスツアー

最強のパワースポット「大神神社」初詣と「ならまち」散策

近鉄の観光特急、青の交響曲(シンフォニー)に乗車！春日大社・橿原神宮参拝

旅行日 1/7(土)

旅行日 12/27(火)

旅行代金(A)

13,000円

旅行代金(A)

14,000円

支援額(B)

5,000円

支援額(B)

5,000円

お支払い実額(A)-(B)

8,000円

お支払い実額(A)-(B)

9,000円

最少催行人員

15名

最少催行人員

15名

食事：昼食付

食事：昼食付

各地(6:00～8:00)＝有田IC＝＝かつらぎ西PA(8:45-9:00)＝＝橿原高田IC＝

各地(6:30～8:30)＝＝有田IC＝＝岸和田SA(9:10-9:25)＝＝宝来IC＝＝

＝＝大神神社(三輪山を神体山とする由緒ある神社)(10:15-11:15)＝

＝＝春日大社(10:30-11:20)＝＝奈良市内(昼食)(11:30-12:40)＝＝

＝＝奈良市内(昼食)(12:00-13:00)＝＝ならまち(13:10-14:40)＝

＝＝橿原神宮(13:40-14:20)＝＝橿原神宮前駅(14:46)＃＃青の交響曲＃＃

＝天理IC＝＝岸和田SA(15:45-16:00)＝＝有田IC＝＝各地(16:45～18:45)

＃＃大和上市駅(15:23)＝＝かつらぎ西PA＝有田IC＝＝各地(17:10～19:10)

