
琵琶湖を一望する最上階に位置するレストラン
「LAKE BIWA」では琵琶湖の絶景とオープンキッ
チンの迫力ある調理を眺めながらお料理を楽し
んでもらえます。佐川美術館は日本画の平山郁
夫氏と現代彫刻の佐藤忠良氏、陶芸の樂吉左衛
門氏らの作品を中心に集めた美術館。期間中の
特別展として「ビートたけしが描いた個展アート
たけし展」が開催中。水に浮かぶ美術館として称
される外観も一見の価値ありです。最後はもうす
ぐ雪に包まれる今年最後の見納め、「びわこテラ
ス」へ。夕暮れ近づく琵琶湖の絶景を楽しんでも
らえる一日です。

かつて末寺 3000 を数えた名刹で、三重塔や本
堂など多くの建物が建つ丹波紅葉三山をご紹介。
新緑も美しいですが、テンモクカエデの全山紅葉
は特に見事で、一番の見ごろは11月上旬頃。
11月3日の山開きとともに多くの参詣者が訪れる
場所です。

こちらからは紅葉といえば「京都」ですが、丹波
の紅葉も一度ご堪能頂ければこれ幸いです。

旅行日数：1日間／運送機関の種類または名称：往路：バス 復路：バス　ご参加人数によりましては、バスの座席が相席となる場合がございます。予めご了承ください。 ツアーの詳細はwebサイトでご確認いただけます。https://www.tk-bus.jp/tour/

マリオットホテルのランチと佐川美術館
「アートたけし展」、びわ湖テラスも付けた
贅沢旅11月6日

平成 30年

火

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべーびわ湖マリオットホテル 【昼食】ー佐川美術館 【見学】ーびわ湖テ
ラス 【観光】＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（21:25）

no.2-1106

朝食：× 昼食：○  夕食：×

11,900円
税込琵

琶
湖

お笑い界の
ビッグスリーやん！ 

丹波篠山もみじ三山めぐり旅11月13日
平成 30年

火

no.2-1113

朝食：× 昼食：○  夕食：×

9,900円
税込兵

庫

丹波もみじめぐりは
珍しいコースっす！

たな缶ツアー秋のシリーズでは今年２回目の登
場。嵐山トロッコ列車。今回はトロッコ通の方に
は大人気。ライトアップのトロッコとなります。
前回のツアーには行けなかった、もしくはいつも
と違う雰囲気のトロッコに乗りたい、そんな方に
お勧めです。

実は今回のツアー立寄り箇所だけでなく、夕食の
湯葉もご注目頂きたい項目です。
限定25名様。数量限定、増便もありません。

この機会に是非ご堪能下さい。

25名様限定！
ちょっとリッチな夜の京都嵐山旅行11月15日

平成 30年

木

no.2-1115

14,500円
税込嵐

山

たな缶ツアーの定番コース　「近江八幡水郷めぐ
り」。琵琶湖八景でも有名な水郷は全国から沢山
の方が訪れます。

また、幻想的な風景で話題の「教林坊」さんでの
観光も追加。近江牛の魅力も楽しめるギュっとつ
まったコースです

※写真は晩秋を彩る「ライトアップ」された「教
林坊」さんの写真です。

近江八幡水郷めぐり
お昼は近江牛のあみやき膳！11月19日

平成 30年

月

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー久ぼ多屋 【昼食】ー近江八幡水郷めぐり 【乗船】ー教林坊 【観光】
＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（21:20）

no.2-1119

朝食：× 昼食：○  夕食：×

11,900円
税込

滋
賀

あみ焼き・ ・
じゅる ・・

アニメ「一休さん」でもお馴染みの一休宗純禅師が開祖
のお寺を巡る旅。
アニメの一休さんとは正反対に破天荒な人生だった一
休宗純禅師。
実は、、、
現代の和尚さんも破天荒な方のようで、、
その詳細は行ってからのお楽しみお楽しみ、、、

一休寺と大徳寺「真珠庵」
紅葉めぐり11月21日

平成 30年

水

no.2-1121

朝食：× 昼食：○  夕食：×

10,800円
税込京

都

釣りバカ日誌で
有名な作者の
屏風やて！？

正直、、、ちょっと贅沢しすぎちゃいました。
京都の紅葉と滋賀の紅葉、どっちも観たいというんです
からさあ大変です。

また映画にもなった「かるたを通した青春漫画、ちはや
ふる」の舞台ともなりました、近江神宮も押さえての旅。

やっぱり無理しちゃいました、、、

京都紅葉の「永観堂」と
近江の名所「三井寺」の旅11月22日

平成 30年

木

no.2-1122

朝食：× 昼食：○  夕食：×

11,800円
税込

京
都

滋
賀

映画ちはやふるの舞台！
楽しみ！ 

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべーお菓子の里丹波 【昼食】ー高蔵寺 【参拝】ー大國寺 【参拝】ー文保寺【参
拝】ー諏訪園インター店 【買物】＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（20:40）

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー一休寺（酬恩庵） 【参拝】ー美ね寅 【昼食】ー大徳寺・大徳寺「真珠庵」 【見
学】 ＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（20:00）

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー 永観堂・南禅寺 【観光】ー八千代 【昼食】ー近江神社 【参拝】ー三井寺  
【参拝】ー湖の駅 浜大津 【買物】＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（21:35）

朝食：× 昼食：○  夕食：○
白浜（9:15）＝朝来・田辺・みなべー高山寺【参拝】ー嵐山周辺 【散策】ートロッコ嵐山駅 【乗車】ートロッコ亀岡駅 
【降車】ー湯葉に 【夕食】 湯葉会席＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（23:20）

ほんとリッチ
なんだからね♡ 

田辺観光バスのたな缶ツアー
バス内お菓子とコーヒーのサービス
全コースお土産付き
出発保証・プレゼント付のゲーム大会・施設入場料込み・旅行保険サービス

田辺観光バスのバスツアーの特徴

田辺観光バスお申込・お問い合わせは

年中無休 9:00-18:00

西牟婁郡白浜町堅田 2434-1
和歌山県知事登録 2-302号 旅行取扱主任 深瀬 弘

0739-43-3363
バスツアーについて
はこちらから

秋ツアーと
初詣



平成 31年

9,900円
税込京

都

最近インスタ映えという言葉が流行っておりますが、、、
最近京都のインスタ映えを席巻するスポットが登場。
八坂庚申堂のお守りはカラフルな風景を見せてくれます。

北野天満宮でのもみじ苑も多くのファンを持っているスポット
またお時間のある方は神社の南にある星の神様で有名な大将軍八神
社に行ってみてるのはいかがでしょうか？
星の神社は日本でも珍しい神社です。

京都の新しい発見してみませんか？

北野天満宮「史跡 もみじ苑」と
清水坂・八坂庚申堂などを巡る旅

11月23日 金

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.2-1123

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー 順正おかべ家 【昼食】ー清水寺
周辺 【散策】ー北野天満宮「もみじ苑」 【観光】＝みなべ・田辺・朝来
＝白浜（20:20）

9,700円
税込京

都

当ツアーでは皆勤賞級の紅葉スポット光明寺を今年もご案内します。
毎年違う顔を見せる光明寺の紅葉ですが、、、
今年はどのような顔を見せてくれるでしょうか？

その他今回は長岡天満宮とホテルでのランチもご用意。

足腰に自信の無い方もゆっくりと観て頂ける紅葉コースとなってお
ります。

西山浄土宗の総本山「光明寺」と
見返り天神「長岡天満宮」の旅

11月24日 土

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.2-1124

白浜（7:15）＝朝来・田辺・みなべー長岡天満宮 【参拝】ーホテル京
都エミナース 【昼食】ー光明寺 【参拝】ー八つ橋庵かけはし【お呈茶】 
お抹茶とお菓子＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（20:00）

10,800円
税込京

都

訪れる人々の心を癒す、食と人が交わる極上の休日空間。
この言葉をコンセプトにこの度、三重県湯の山温泉に複合型温泉リ
ゾート施設アクアイグニスが誕生しました。
自然あふれる空間と腕に自信ある料理人達のコラボレーションで
訪れる人を楽しませてくれる場所にいち早く行ってみませんか？
もう一つの立寄り神社は椿大神社。
全国各地にある猿田彦神社の総本山でもありますが、芸能の神様と
しても有名です。
紅葉の時期が若干遅めの神社ですので、タイミングがあえば綺麗に
化粧された椿大神社を見る事が出来るかもしれません。

湯の山の新名所「アクアイグニス」と
芸能の神様「椿大神社」

12月2日 日

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.2-1202

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー椿大神社 【観光】ーアクアイグ

ニス 【昼食＆買い物】＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（21:00）

11,800円
税込奈

良

2018 年の国宝館リニューアルに続き、10月20 日より約 300 年ぶ
りの復興した中金堂が一般公開されます。
特に中金堂の建物は奈良では東大寺大仏殿に次ぐ規模の木造建築と
して多くの人出で賑わう事が予想されます。
今回のツアーの特徴は 10年前に平成の大修理をした唐招提寺の金堂
と2018年 10月にお披露目された興福寺の中金堂。
この二つの建造物を見比べて頂けるコースとなりました是非この機
会に唐招提寺、興福寺をご堪能ください。

唐招提寺と興福寺
中金堂再建記念と国宝館見学

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.2-1208

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー唐招提寺【参拝】ーかんぽの宿 
奈良 【昼食】ー興福寺（国宝館、東金堂、中金堂）【観光】ーなら和
み館【買物】＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（19:45）

12,300円
税込徳

島

今では、知らない人がいないくらい有名になりました。徳島県の北
端「鳴門のうず湖」の近くにあります「大塚国際美術館」
この美術館、なにが凄いかというと・・・本物が一つもない美術館
なんです。
でも、展示してある作品は全世界の有名な絵画がいっぱい！触れて
さわって楽しめる美術館は他にありません。
日本の美術館の中でも満足度が非常に高い大塚国際美術館。　その
秘密、たな犬と一緒に確かめにいきませんか？

手に触れる世界の美術品！大塚国際
美術館たっぷり2時間45分の夢旅行

12月16日 日12月8日 土

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.2-1216

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー 道の駅 うずしお【昼食】ー大

塚国際美術館【観光】＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（20:30）

11,800円
税込京

都

2019 年のスタートは初笑いから。
紀州文化交流会、会長でもあります「渋谷天外」師匠が座長を務め
る松竹新喜劇。新しくなった京都南座にもご注目ください！
「初笑い！松竹新喜劇 新春お年玉公演」をお楽しみ頂いた後は
舞台の最後にて楽屋裏の天外師匠への挨拶も出来る特典付き！
帰りは伏見稲荷大社へお参りしてためになる 1日。
さあさあ皆様！初笑いに是非お越しください！

今回のツアー料金では、基本三等席をご用意しております。
希望される方には下記の料金UPでお席をご用意。
特等席 +￥8,000-、一等席 +￥7,000-、二等席 +￥2,000-

初笑い京都南座　
松竹新喜劇と伏見稲荷大社初詣

1月6日 日

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.3-0106

白浜（6:30）＝朝来・田辺・みなべー松竹新喜劇「南座」 【観劇・昼食】ー

伏見稲荷大社 【参拝】＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（20:30）

9,800円
税込大

阪
兵
庫

毎年恒例、西宮戎神社の福男選びは、テレビでも有名です。
また「宝恵駕（ほえかご）行列」でも有名な大阪今宮戎神社はさす
が商売人の町！十日戎の日は神社周辺がお祭り騒ぎとなり、
出店や人だかりで熱気ムンムンです。そんな雰囲気一度味わってみ
ませんか？
西宮神社は全国の戎神社の総本山でもあります。本場のご利益をい
ただきに行くのは如何でしょうか？
ご参加の方にもれなく西宮神社の福笹をプレゼント！
お食事は神戸南京町で中華のコースをご用意！
関西人の持つパワー、貰いに行きませんか？

今宮えびす神社と西宮えびす神社
福男を探して「十日えびす」見学ツアー

1月10日 木

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.3-0110

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー 今宮戎神社【参拝】ー 神戸南
京街散策（中華菜館 龍郷 南京町）【昼食】ー 西宮戎神社 【参拝】＝
みなべ・田辺・朝来＝白浜（19:00）

13,900円
税込伊

勢

たな缶ツアーのスタートとして準備しておりましたお伊勢さんの朔
日市詣り、残念ながら地域を襲った大型台風と重なり、中止になっ
てしまいました。
今回はこのリベンジ！となる所でしたが、初詣という事でちょっと
特別な物に。
お正月という事でお食事は豪華に、相差の料理宿にて
船盛と伊勢海老の豪華料理をご用意しました。

美味しいお食事と、お伊勢さん参り。どうですか？
朔日市詣りに負けず劣らずの内容になってますでしょうか！？

新春特別企画
伊勢神宮参拝と相差漁師の宿で食べる
伊勢海老と船盛料理の旅 第一班

新春特別企画
伊勢神宮参拝と相差漁師の宿で食べる
伊勢海老と船盛料理の旅 第二班

1月15日 火

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.3-0115

みなべ高速バス BS（6:30）＝田辺・朝来・白浜ー天然温泉と漁師の宿
「浜栄」  【昼食】ー伊勢神宮（外宮） 【参拝】ー伊勢神宮（内宮・おかげ
横丁） 【参拝・買物】＝白浜・朝来・田辺ーみなべ高速バスBS（22:00）

11,100円
税込京

都
大
阪

バスではなかなか行けない　住吉大社での初辰詣り企画しました。
その中でも最大の利益を得られる事が出来る「初辰まいり」の日に
設定！2019 年は 1 月 7 日が初辰ですが初詣の関係で住吉大社様と
しては 1月 19日のこの日に「初辰まいり」を設定しています。
「招服猫（しょうふくねこ）」等住吉さんでしか体験できない行事が
いっぱい！
さらに京都にて最上級クラスのパワースポット「平安神宮」への参
拝もプラス！
美味しい食事もご用意しての日帰り旅行！　是非是非　お楽しみく
ださい！

「初辰まいり」の住吉大社と京都最上級クラス
パワースポット平安神宮の初詣ツアー

1月19日 土

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.3-0119

白浜（7:00）＝朝来・田辺・みなべー 住吉大社【参拝】ーリーガロイ
ヤル大阪【ランチ】ー平安神宮 【参拝】ー 八ツ橋本店追分店 【買物】
＝みなべ・田辺・朝来＝白浜（20:30）

13,900円
税込伊

勢

たな缶ツアーのスタートとして準備しておりました　お伊勢さんの
朔日市詣り、残念ながら地域を襲った大型台風と重なり、中止になっ
てしまいました。
今回はこのリベンジ！となる所でしたが　初詣という事でちょっと
特別な物に。
お正月という事でお食事は豪華に　相差の料理宿にて
船盛と伊勢海老の豪華料理をご用意しました。

美味しいお食事と、お伊勢さん参り。どうですか？朔日市詣りに負
けず劣らずの内容になってますでしょうか！？

1月27日 日

朝食：× 昼食：○  夕食：×

no.3-0127

圧倒的な
紅葉の数！ 

天外師匠！
よろしくやで～！

やっぱり
お伊勢さんね

伊勢海老に船盛に
夢みたい ・ ・・
は！夢じゃない！ 

300年の時間を
越えて動き出す！

インスタばえっす！

もうけまくるで～！

意識高い系よ！

初辰まいりは
とっても有名！

ここだけで
世界旅行♪

みなべ高速バス BS（6:30）＝田辺・朝来・白浜ー天然温泉と漁師の宿
「浜栄」  【昼食】ー伊勢神宮（外宮） 【参拝】ー伊勢神宮（内宮・おかげ
横丁） 【参拝・買物】＝白浜・朝来・田辺ーみなべ高速バスBS（22:00）

たな缶
スタッフ紹介

たな犬
旗を持ち、グイグイ引率やる
気満々ポーズが基本ポーズ。
おにぎり好きですか？とよく
聞かれるが、好物はパン。

トラジャねこ
和歌山城の虎は自分がモデル
だと言いはる茶トラ猫。「丸
投げドン」と言われているが
信頼の厚いボス。

シマちゃん
本当はパンが好きなのに、お
にぎりと間違われるたな犬に
はシンパシーを感じるため、
たな犬にだけは優しい。

ワンコそば
ふっくらふわふわで、優雅に
見えますが実はガリガリ。温
泉では犬格が変わったように
ドライヤーを奪おうとする。

ろっこ
スラリと長身で物腰柔らか、
博識で知的、クールな雰囲気
が魅力。趣味は御朱印集めと
いうジジむさい一面も…。

くまっけ
肉中心の偏食家。スイーツと
お肉があれば幸せ。たな犬と
遊びたい時の誘い文句は「肉
くおら」。

モカ
ジャニヲタ。コンサート会場
でいつ目が合ってもいいよう
に誰よりも可愛くいようと努
力している。

コナ
お笑い好きなモカ。笑い方が
独特。自分で面白い思った発
言に周囲の反応が薄いと 3
回ぐらい同じことを言う。

こたつねこ
こたつがあればそこはハワイ
と言い切る寒がりな色白猫。
いつも笑顔でみんなの相談役。
話を聞く姿が妙に色っぽい…。


