
ご旅程 団体参拝モデルコース[日帰り]

記
入
例

航空機 徒歩 バス JR 船 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ（ｹｰﾌﾞﾙ含む） 私 鉄（ﾓﾉﾚｰﾙ含む）

（昼食） 昼食 （貸切） 貸切 第1プラン 第2プラン☆ その他特記事項 体験学習・見学活動備考

日次 行 程 宿泊・備考

①

京都市内 ≪京都縦貫≫ 亀岡IC 能勢妙見山（参拝）

魔法の塩で食すバーベキュー

三田（昼食） 味覚狩り（体験） ≪中国・名神≫ 京都市内
・いちご狩り（1月～6月下旬）
・ぶどう狩り（8月下旬～9月中旬）
・栗ひろい（9月～10月下旬）

①

滋賀県内（大津） 能勢妙見山（参拝） 長岡京（昼食） サントリー山崎蒸溜所

大山崎IC ≪京滋ﾊﾞｲﾊﾟｽ・名神≫ 滋賀県内（大津）

能勢妙見山参拝と三田の味覚狩り

能勢妙見山参拝とサントリー山崎蒸溜所見学

日帰りモデルコース



ご旅程 団体参拝モデルコース[1泊2日]

記
入
例

航空機 徒歩 バス JR 船 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ（ｹｰﾌﾞﾙ含む） 私 鉄（ﾓﾉﾚｰﾙ含む）

（昼食） 昼食 （貸切） 貸切 第1プラン 第2プラン☆ その他特記事項 体験学習・見学活動備考

日次 行 程 宿泊・備考

①

魔法の塩で食す三田牛のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ

鳥取 ≪鳥取道・中国道≫ 三田西IC 三田（昼食）

能勢妙見山（参拝） 嵐山温泉
嵐山温泉

②

ﾄﾛｯｺ 保津川遊覧
嵐山 亀岡 嵐山（散策と昼食） 沓掛IC（京都縦貫道・中国・鳥取道）

鳥取

嵐山1泊2日



ご旅程 団体参拝モデルコース[1泊2日]

記
入
例

航空機 徒歩 バス JR 船 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ（ｹｰﾌﾞﾙ含む） 私 鉄（ﾓﾉﾚｰﾙ含む）

（昼食） 昼食 （貸切） 貸切 第1プラン 第2プラン☆ その他特記事項 体験学習・見学活動備考

日次 行 程 宿泊・備考

①

世界文化遺産・国宝 日本有数の酒所『灘』
岡山 ≪中国道≫ 山陽姫路東IC 姫路城（見学と昼食） 菊正宗酒造（見学）
8:30                                                              10:00                12:45        14:00       14:45

ﾌﾗﾝｸ・ﾛｲﾄﾞ・ﾗｲﾄ設計の重要文化財
芦屋 ヨドコウ迎賓館 （見学） 宝塚温泉
15:00                        16:00 16:45 宝塚温泉

②

宝塚温泉 能勢妙見山（参拝） 汐の湯温泉（昼食） 宝塚IC ≪中国道≫
9:00       10:15              12:00        12:30          13:30

岡山
17:00

国宝姫路城・神戸・芦屋と宝塚温泉1泊2日



ご旅程 団体参拝モデルコース[1泊2日]

記
入
例

航空機 徒歩 バス JR 船 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ（ｹｰﾌﾞﾙ含む） 私 鉄（ﾓﾉﾚｰﾙ含む）

（昼食） 昼食 （貸切） 貸切 第1プラン 第2プラン☆ その他特記事項 体験学習・見学活動備考

日次 行 程 宿泊・備考

①

新宮 ≪紀勢道・伊勢道≫ 関IC 関（昼食） ≪新名神・京滋ﾊﾞｲﾊﾟｽ≫

伏見の名酒を試飲 町家見学と京都のしきたりをお話しいただけます

伏見（月桂冠大倉記念館） 西陣・町家くらしの美術館『富田屋』 京都市内

京都市内

②

京都市内 能勢妙見山（参拝） 池田（昼食） 池田IC ≪中国道・名神・京滋

ﾊﾞｲﾊﾟｽ・新名神・伊勢道・紀勢道≫ 新宮

伏見の名酒・京都くらし体験と能勢妙見山参拝



ご旅程 団体参拝モデルコース[1泊2日]

記
入
例

航空機 徒歩 バス JR 船 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ（ｹｰﾌﾞﾙ含む） 私 鉄（ﾓﾉﾚｰﾙ含む）

（昼食） 昼食 （貸切） 貸切 第1プラン 第2プラン☆ その他特記事項 体験学習・見学活動備考

日次 行 程 宿泊・備考

①

中部（静岡・岡崎・名古屋） ≪名神・湾岸道・京滋ﾊﾞｲﾊﾟｽ≫ 宇治西IC 

伏見の名酒を試飲

伏見（昼食・月桂冠大倉記念館・三十石船） 湯の花温泉

湯の花温泉

②

春の旬：筍料理

湯の花温泉 能勢妙見山（参拝） 長岡京（昼食） 長岡京IC ≪京滋ﾊﾞｲﾊﾟｽ・

・新名神・東名阪・湾岸道・名神・東名≫ 名古屋・岡崎・静岡

伏見の名酒・京都くらし体験と能勢妙見山参拝



ご旅程 団体参拝モデルコース[1泊2日]

記
入
例

航空機 徒歩 バス JR 船 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ（ｹｰﾌﾞﾙ含む） 私 鉄（ﾓﾉﾚｰﾙ含む）

（昼食） 昼食 （貸切） 貸切 第1プラン 第2プラン☆ その他特記事項 体験学習・見学活動備考

日次 行 程 宿泊・備考

①

東京 京都 京都（昼食と宇治平等院・京都市内観光）
9:00頃 11:15頃 12:00                        

京舞・華道・茶道・琴・雅楽・狂言・文楽の７つの伝統芸能を鑑賞

祇園（京の伝統文化鑑賞） 京都市内
18:00または19:00～50分間 京都市内

②

京都市内 能勢妙見山（参拝） 三田（昼食） 神戸フルーツフラワーパーク
8:30        10:00             11:30       12:45    14:00                    

有馬温泉
16:30 有馬温泉

③

有馬温泉 神戸・北野異人館街（散策） 元町南京町（散策と昼食）
9:00        9:30                         10:45         11:00 13:00 

神戸布引ハーブ園 新神戸 東京
14:30    15:00頃 18:00頃

京の伝統芸能と神戸i異人館と能勢妙見山を巡る


