田辺観光バスの

たな缶ツアー

コース共通特典（全コース出発決定）
※no. 21-0127 を除く

今回のテーマは『感染予防と免疫力を付ける旅』

秋・冬

・マスク／カイロ
・アロマおしぼり
・青汁（顆粒）

バスツアーのご紹介

・朝のおやつ※現在コロナ対策で中止しています。
・除菌ウェットティッシュ（ポケット）
・お水 ペットボトル 500ｍｌ

この旅行は GOTO トラベル事業支援対象です。

真如堂
世界で最も影響力のある

稀代の陶芸家

2018 年 「そうだ京都行こ
う」キャンペーンでも有名
な京都の秋を代表するお寺

ストリート・アーティスト
市野雅彦と語らうひと時
アトリエ見学 限定 20 名様

玉置神社
「玉置神社には、呼ばれた人
しか行くことが出来ない」と
噂されるほどスピリチュアル
で不思議な場所です。

市野雅彦（陶芸家）
Choux

兵庫県篠山市出身。広島にて陶芸を学び、故

毘沙門堂門跡

本宮で今話題の

郷の丹波へ戻ります。第 13 回日本陶芸展

見る人が動くと、絵が変化してい

ｼｭｰｸﾘｰﾑ屋さんです

（1995 年）で、貝を思わせる器「開」が当時

るように見える襖絵や、心字の裏

最年少でのグランプリを受賞して以来、高く

文字をかたどった回遊式庭園「晩

評価されます。赤と黒の対比が美しい「線紋

翠園」で知られる。

器」は、まるで無我の境地のようなものを彷
彿とさせます。オリジナリティにあふれ、作
風の変化が話題となります。

no．20-1125

11 月 25

限定 25 名

33
日（水）
【京都】

「真如堂」
・「毘沙門堂門跡」の紅葉と
ウェスティン都ホテル京都のランチブッフェ
白浜（6：50）→

上富田・田辺・みなべ →

真如堂

限定 10 名

12 月 3 日（火）【奈良】

マイクロバスで行くスピリチュアルツアー
御朱印帳（納経済）付

ホテル昴（昼食） →

時代祭館「十二十二」→

→

井筒八ツ橋本舗

→

玉置神社と谷瀬の吊橋
玉置神社
熊野本宮大社

みなべ（7：00）→ 田辺・白浜・上富田 →

ウェスティン都ホテル京都（昼食） →

毘沙門堂門跡

谷瀬の吊橋

→

上富田・白浜・田辺・みなべ（19：15）

12 月 12 日（土）【兵庫】

限定 20 名

丹波篠山特別企画

稀代の陶芸家「市野雅彦」と語る
大雅工房アトリエ見学とルナパルパドス今田のランチ

no．20-1218
限定 25 名

12 月 18 日（金）【大阪】

大阪バンクシー展と
帝国ホテル大阪のクリスマスランチ

秋の芸術企画

白浜（6：50）→ 上富田・田辺・みなべ →
ルナパルパドス今田（ゆったりとした Lunch）

白浜（6：50）→ 上富田・田辺・みなべ →
大阪 ATC『バンクシー展』→ 帝国ホテル大阪

大雅工房（アトリエ見学）

ザファームユニバーサル →みなべ・田辺・上富田・白浜（20：00）

中島大祥堂 丹波本店

みなべ・田辺・上富田・白浜（20：15）

→

→

こんだ薬師温泉ぬくもりの郷

みなべ・田辺・上富田・白浜（20：40）

旅行詳細

旅行詳細
玉置神社は、世界遺産に登録されている熊野三山の奥宮になり、奈良県の山

旅行詳細

no．20-1212

no．20-1203

旅行詳細

イギリスを基盤に活動する匿名の芸術家バンクシー。彼の作品は政治・難

第 13 回日本陶芸展（1995 年）で、貝を思わせる器「開」が当時最年少での

民問題・人種問題等、多くの人々が直面する問題に対し鋭い視点とユーモ

わしめる神秘的な神社です。御神木「神代杉」は樹齢 3,000 年の霊木として非

グランプリを受賞して以来、オリジナリティ溢れる作品を世に出す丹波焼の作

アで共感を呼んでいます。今世界で最も影響力のある芸術家バンクシー。

常に有名です。谷瀬の渓谷と本宮大社へ参った後は今非常に人気の高いスイー

者。陶芸作品だけでなく建築家としても一級のセンスを持ち合わせています。

その作品を見る事が出来る機会が今回大阪にやってきました。昼食は帝国

す。
「十二十二」はトニトニと読み、京都三大祭「時代祭」を体験できる施

ツ店「Choux」さんのお土産を頂いて帰路につきます。今回の特典はみなべ町

今回は特別に市野雅彦氏の案内の下、アトリエ見学と楽しい会話をご準備して

ホテル大阪のクリスマスランチをご準備。最後は大阪でオシャレな観葉植

設です。都七福神のひとつ毘沙門堂門跡は自然豊かな境内は四季折々に姿

出身で活躍されているイラストレーター「佳矢乃」先生プロデュースの御朱印

おります。ルナパルパドス今田は丹波で人気のスペイン料理専門店、丹波焼で

物を見て頂ける HOT な場所へご案内。お土産はりくろーおじさんのチーズ

を変え、その美しい景観を愛でに多くの人が訪れる名所です。ウェスティ

帳に玉置神社と本宮大社の御朱印（納経済）が入った状態でプレゼント！

ケーキをご用意してお待ちしております。

ン都ホテル京都での Lunch は 5,300 円！一時の贅沢をご堪能ください。

出されるお料理はゆったり時間を取って食事をするコースをご用意しました。

「そう京」キャンペーン 25 周年を飾った真正極楽寺「真如堂」は紅葉の

奥にある十津川村にあり険しい場所がら「辿り着ける人のみ辿り着ける」と言

京都では人気のスポット。季節感あふれる手水鉢は SNS 映えすると話題で

通常料金
￥20,000-

・GOTO 適用価格・

￥13,000-

と地域クーポン￥3,000-付

・旅行に含まれる内容：交通、昼食、施設入場料、旅行傷害保険
・11 月 25 日が満員になった場合、追加設定あり

通常料金
￥20,000-

・GOTO 適用価格・

￥13,000-

と地域クーポン￥3,000-付

・旅行に含まれる内容：交通、昼食、施設入場料、旅行傷害保険
・12 月 3 日が満員になった場合、追加設定あり

通常料金
￥20,000-

・GOTO 適用価格・

￥13,000-

と地域クーポン￥3,000-付

・旅行に含まれる内容：交通、昼食、施設入場料、旅行傷害保険
・このコースでは追加日設定はありません。

通常料金
￥20,000-

・GOTO 適用価格・

￥13,000-

と地域クーポン￥3,000-付

・旅行に含まれる内容：交通、昼食、施設入場料、旅行傷害保険
・このコースでは追加日設定はありません。

コース共通特典（全コース出発決定）
※no. 21-0127 を除く
今回のテーマは『感染予防と免疫力を付ける旅』

秋・冬

バスツアーのご紹介

・マスク／カイロ ・朝のおやつ※現在コロナ対策で中止しています。
・アロマおしぼり ・除菌ウェットティッシュ（ポケット）
・青汁（顆粒）
・お水 ペットボトル 500ｍｌ

三朝薬師の湯
万翠楼
カニ会席
朝
no．21-0105

1 月 5 日（火）【京都】

限定 25 名

Web は QR コードより

田辺観光バスの車両は『高規格救急車』
と同レベルの抗菌対策を実施しております。

各コース団体貸切予約にも対応

no．21-0127

1 月 27 日（水）～28 日（木）【鳥取】

限定 25 名

2021 年スタート、朝ドラ「おちょやん」放送記念

カニツアー2021

松竹新喜劇【新春初笑い】ツアー

三朝薬師の湯「万翠楼」でのカニ会席

メール：info@tk-bus.jp

お問い合わせ・ご予約受付電話番号

「たな缶ツアー」健康に関するお約束事
いつも田辺観光バスの「たな缶ツアー」にご参加いただき誠にありがとうございます。
未だコロナの怖さ続いておりますが、「コロナに負けないツアー」を調整するにあたり

電話

43-3363

0739-

ご参加いただきますお客様において事前にご留意頂きたいお約束事がございます。

白浜（6：00）→

上富田・田辺・みなべ →

南座

どうぞ下記内容にご同意いただき安全で安心なツアーへの実現にご協力ください。

初 日 白浜（6：50）→ 上富田・田辺・みなべ → 石谷家住宅

京都料理『六盛』手をけ弁当と贅沢な一皿の昼食

わらべ館 →万翠楼（カニのフルコース会席と宿泊）

平安神宮（初詣）十二十二でのおみやげ →

二日目

京つけもの西利

水木しげるロード

→

みなべ・田辺・上富田・白浜（20：40）

倉吉白壁土蔵群 → お食事処日本海
→

境港水産物直売センター

→

みなべ・田辺・上富田・白浜（21：45）

【ご注意（支援額の受領について）
】
朝起きると
いつもと違う

この旅行は GOTO トラベル事業支援対象です。

咳（せき）が

熱が 37.8℃

止まらない

以上ある

しんどさがある

と共に松竹新喜劇を立ち上げた戦後に活躍した女優です。三代目澁谷天外

旅行当日に上記の内容が 2 つ以上当てはまる状態の方は、
ご乗車をお断りする事をご了承ください

さんからの特別なプレゼントも用意。初詣は京都で NO1 の平安神宮にて参
拝。2021 年も笑いのバズーカ打ちあげます。

通常料金

・GOTO 適用価格・

2 名 1 室￥47,000-

￥33,000￥29,000-

3 名 1 室￥43,000-

通常料金
￥20,000-

・GOTO 適用価格

￥13,000-

と地域クーポン￥6,000-付

（2 等席でご準備）
・

と地域クーポン￥3,000-付

座席は 2 等席をご準備。プラス 3,000 円で 1 等に変更できます。
・旅行に含まれる内容：交通、昼食、施設入場料、旅行傷害保険
・このコースでは追加日設定はありません。

と地域クーポン￥6,000-付

当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致
しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し

旅行詳細
2021 年の朝ドラ「おちょやん」のヒロイン浪花千栄子は二代目澁谷天外

国からの支援金はお客様に対して支給されますが、

引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなり
ます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所
定の取消料をお申し受け致します。お客様は、当社によ

キャンセル料について（弊社の判断でお断りした場合でも発生します
11 日目にあたる日以前 - 無料

る代理受領についてご了承のうえお申込みください。

※キャンセルは定価に対して係りますのでご注意ください

10 日目にあたる日以降 2 日目にあたる日まで - 旅行代金の 30%

・旅行に含まれる内容：交通、昼食 1 回、夕食 1 回、宿泊、施設入場料、
旅行傷害保険

旅行開始日の前日から当日にかけて - 旅行代金の 50%
旅行開始後または無連絡不参加 - 旅行代金の 65%（特例処置）

・このコースでは追加日設定はありません。

最少催行人員：15 名

※後日医師の診断書をお持ちいただければキャンセル料は返金致します。

【旅行企画・実施】田辺観光バス内（ティー・シー・トラベル）
〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田 2434-1
和歌山県知事登録 2-302 号 旅行業務取扱主任者 愛須ひとみ
年中無休 営業時間 9：00～18：00

