平成２４年度版

トラベルプラザ オプショナルツアー
※一部地域を除きます。

◆お申し込み先
TE L

0263-81-3100

※満車等にてお受けできない場合がございます。
予めご了承下さい。

◆左記電話が不在の場合は

横井携帯

080-1360-3131
へお願いします。

長野県観光ＰＲ
キャラクター
﹁アルクマ﹂

上高地

★上高地直行便ツアー

〜沢渡乗換なし〜
河童橋すぐ近くまで

人気
No.２

４月２２日〜１１月１０日 料金：２名様催行お一人様 ５，０００円
各お宿･JR 松本･穂高駅 8:30 前後＝奈川渡ダム＝希望者は大正池から散策
＝河童橋周辺散策（滞在時間約 3 時間）＝奈川渡ダム＝16:00 前後各各お
宿･JR 松本･穂高駅

★安曇野話題のロケ地めぐり １日コース

昼食付

安曇野水車小屋
人気
昼食付 No.１
４月 １日〜１１月３０日 ちひろ美術館休館日:第２・４水曜日
臨時休館日：5/10・7/12・9/19・9/20 ８月とGWは無休
連続テレビドラマ
料金：２名様催行お一人様 ６，０００円
「おひさま」の舞台
各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝長峰山・北アルプス展望台★北アルプ
ス眺望＝大王わさび農場・三連水車・湧き水＝等々力橋一直線道路★アル
プス眺望＝穂高神社参拝★パワースポット＝昼食は、信州そば又は信州サ
ーモン丼をご賞味下さい。
＝安曇野ちひろ美術館＝14:30 前後各各お宿･JR
松本･穂高駅【所要時間約 5 時間】 ＊ちひろ美術館の入館料は別途￥800
かかります。ちひろ美術館休館日はアートヒルズに変更となります。

★安曇野周遊ツアー １日コース

１月５日〜１１月 30 日

料金：４名様催行お一人様 ５，０００円
各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝地元の人もなかなか知らない安曇野市
内ロケ地を地元ドライバーがご案内致します。★大王わさび農場★道祖神
と古民家★万水川などご案内致します。コースは前日ご案内致します。昼
食は、信州そば又は信州サーモン丼をご賞味下さい。＝14:00 前後各お宿･
JR 松本･穂高駅【所要時間約 5 時間】料金：３名様催行お一人様 ６，０００円
２名様催行お一人様 ６，５００円

人気
No.３
料金：３名様催行お一人様 ３，０００円
１月５日〜１１月３０日
２名様催行お一人様 ４，０００円
①便 各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後
②便 各お宿･JR 松本･穂高駅 13:30 前後 【所要時間約 3 時間 30 分】
★古民家と道祖神 ★蓼川沿いと大王わさび農場★等々力橋一直線道路
★湧き水の綺麗な小川 ★万水川 ＝各お宿･JR 松本･穂高駅
〜映し出されたあの場面を訪ねてみませんか〜
連続テレビドラマ
＊安曇野特産品のお買物も楽しめます♪
「おひさま」の舞台

★安曇野話題のロケ地めぐり 半日コース

★注目の松本・安曇野ロケ地めぐり

昼食付

おひさま・神様のカルテ・岳・白線流しのロケ地

1 月５日〜11 月 30 日 料金：２名様催行お一人様 ６，０００円
各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝安曇野･三柱神社＝安曇野古民家と道
祖神＝明科湧き水の小川＝城山公園・下り坂周辺・松本市内眺望＝松本市
内にてランチ＝国宝松本城公園＝車窓より女鳥羽川千歳橋から幸橋・中の
橋を望む＝蔵の町中町（車窓）＝あがたの森公園（車窓）＝薄川・見晴橋
＝車窓よりモデルになった病院＝14:00 前後各お宿･JR 松本･穂高駅【所要
時間約 5 時間】

★美ヶ原高原シャトル
４月２８日〜11

美ヶ原高原美術館
山本小屋コース

料金：（松本発）２名様催行お一人様 ５，０００円
月１０日 （安曇野発）２名様催行お一人様 ６，０００円

各お宿･JR 松本･穂高駅 8:30 前後＝美ヶ原高原散策（美ヶ原高原美術館・
美しの塔・山本小屋など）
【滞在時間約 3 時間】＝山辺ワイナリー＝14:30
前後各お宿･JR 松本･穂高駅
＊高原美術館入館の場合は、別途￥1,000 かかります。
【旅行企画・実施】
長野県知事登録旅行業 2-286

旅行取扱管理者 縣 直彦

㈱トラベルプラザあづみ野 〒399-8303 長野県安曇野市穂高 844-1
■営業時間：平日 9：00〜18：00/土曜日 9：00〜16：00 ■休業日：日曜・祝祭日

★安曇野周遊ツアー 半日コース
４月 １日〜１１月３０日

ちひろ美術館休館日:第２・４水曜日
臨時休館日：5/10・7/12・9/19・9/20 ８月とGWは無休
料金：２名様催行お一人様 ４，０００円

連続テレビドラマ
「おひさま」の舞台
各お宿･JR 松本･穂高駅 ＊午前便 9:00 前後 ＊午後便 13：30 前後
安曇野ちひろ美術館（入館料別途￥800）＝池田クラフトパーク・北アル
プス展望台★北アルプス眺望＝大王わさび農場・三連水車・湧き水＝各お
宿･JR 松本･穂高駅【所要時間約 3 時間 30 分】
＊ちひろ美術館休館日はアートヒルズに変更となります。

★木曽奈良井宿とサラダ街道

連続テレビドラマ
「おひさま」の舞台

１月５日〜１２月２５日 料金：２名様催行お一人様 ６，０００円
各お宿･JR 松本･穂高駅 8:30 前後＝日本アルプスサラダ街道＝塩尻＝奈良
井宿＝おひさまロケ地・タイムスリップ江戸の町並み「奈良井宿」散策【滞
在時間約 2 時間】＝塩尻のワイナリー＝15:00 前後各お宿･JR 松本･穂高駅
前後

★黒部ダムシャトル
４月２０日〜１１月２５日

料金：２名様催行お一人様（大人）７，７００円
お一人様（小人）６，４５０円
往復トロリーバス代込

各お宿･JR 松本･穂高駅 8:30 前後＝大町＝扇沢駅＝トロリーバス＝黒部ダ
ム駅･･･黒部ダム散策【滞在時間約 3 時間】･･･黒部ダム駅＝トロリーバス
＝扇沢駅＝大町＝15:00 前後各お宿･JR 松本･穂高駅

★白馬八方尾根シャトル
５月１４日〜１１月３日

昼食付・リフト代込
料金：２名様催行お一人様（大人） ９，３００円
お一人様（小人） ８，３００円

各お宿･JR 松本･穂高駅 8:00〜8:30 前後＝八方・ｱﾀﾞﾑﾌﾟﾗｻﾞ＝ｺﾞﾝﾄﾞﾗ･ﾘﾌﾄ＝
第一ｹﾙﾝ･･･八方尾根散策【滞在時間約 3 時間】･･･第一ｹﾙﾝ＝ｺﾞﾝﾄﾞﾗﾘﾌﾄ＝ｱﾀﾞ
ﾑﾌﾟﾗｻﾞ＝ﾎﾃﾙ五龍館にて昼食＝大出の吊橋＝15:30〜16:00 前後各お宿･JR 松
本･穂高駅 ＊昼食場所は変更になる場合がございます。★白馬三山や五竜
岳など主峰が連なり、絶景の大パノラマを楽しむことが出来ます。

TEL
e-mail

0263-81-3100

FAX:0263-81-3311

yokoi@travel-plaza.jp 担当：横井
トラベルプラザあづみ野
http://www.travel-plaza.jp/

検索

裏面もご覧下さい

平成２４年度版 トラベルプラザ オプショナルツアー
※一部地域を除きます。
◆お申し込み先

TEL

0263-81-3100

◆左記電話が不在の場

横井携帯

080-1360-3131 へお願いします。

●詳しくはＨＰを

ご覧ください。

黒部ダム

美ケ原高原

奈良井宿

長野県観光ＰＲ
キャラクター
「アルクマ」

パワースポット･穂高神社

★松本周遊ツアー １日コース
１月５日〜１２月２４日

★安曇野ベストロケーションツアー１日コース 昼食付

昼食付

料金：２名様催行お一人様 ６，０００円

各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝亀田屋酒造店見学★試飲あり＝国宝松
本城公園＝重文旧開智学校＝松本市内にて昼食＝石井味噌見学★味噌汁１
杯付＝蔵の町中町散策＝四柱神社参拝＝縄手通り散策＝14:00 前後各お宿･
JR 松本･穂高駅【所要時間約 5 時間】
＊入場する場合、天守閣￥600、旧開智学校￥300 かかります。

１月５日〜１２月２４日 料金：２名様催行お一人様 ６，０００円
各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝安曇野らしいベストポイントを地元ドライ
バーがご案内します。絶景の北アルプス展望湧き水の綺麗な小川・三連水車・
おひさまロケ地など！＊コースは前日にご案内致します！！＝14:00 前後各
お宿･JR 松本･穂高駅【所要時間約５時間】

★安曇野ベストロケーションツアー半日コース

★松本周遊ツアー 半日コース
料金：３名様催行お一人様 ３，０００円
２名様催行お一人様 ４，０００円

１月５日〜１２月２４日

国宝松本城

おひさまロケ地（古民家・道祖神）

１月５日〜１２月２４日 料金：２名様催行お一人様 ４，０００円

午前発 各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後
午後発 各お宿･JR 松本･穂高駅 13:30 前後【所要時間約 3 時間 30 分】
★亀田屋酒造店 ★重文旧開智学校 ★松本城公園 ★中町通り散策
★石井味噌見学
＊入場料１日コースと同じです。

午前発 各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後
午後発 各お宿･JR 松本･穂高駅 13:30 前後【所要時間約 3 時間 30 分】
安曇野らしいベストポイントを地元ドライバーがご案内します。絶景の北
アルプス展望湧き水の綺麗な小川・わさび農場・おひさまロケ地など！
＊コースは前日にご案内致します！！＝各お宿・JR 松本・穂高駅

★「神様のカルテ」ロケ地めぐり

★話題の高橋まゆみ人形館と小布施散策

昼食付

各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝城山公園・下り坂周辺・松本市内眺望＝
国宝松本城公園＝松本市内にてランチ･･･居酒屋九兵衛モデルの店･･･ナワ
テ通り・四柱神社散策･･･中の橋・女鳥羽川･･･蔵の町中町散策
＝車窓より薄川・モデルになった病院＝14:00 前後各お宿･JR 松本･穂高駅
【所要時間約 5 時間】

料金：４名様催行お一人様 ７，０００円
３名様催行お一人様 ８，０００円
２名様催行お一人様 ９，０００円
各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝栗の町・小布施散策★昔ながらのたた
ずまいとモダンさが融合した街並み＝飯山・高橋まゆみ人形館見学（入場
料込）★ほのぼのとしたおじいちゃん・おばあちゃんの人形をご鑑賞くだ
さい･･･寺町通り散策＝16:00 頃各お宿･JR 松本･穂高駅

★安曇野りんごの里

昼食付

★善光寺シャトル

１０月１日〜１１月３０日

料金：３名様催行お一人様 ５，５００円
２名様催行お一人様 ６，５００円

１月５日〜１２月２４日

１月５日〜１１月３０日

料金：２名様催行お一人様 ６，０００円

各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝安曇野りんご園（りんご３個お土産付・
ちょっぴり試食あり・お買い物は、りんご・りんごジュース・りんごジャ
ムなど）＝安曇野ワイナリー（ワイン試飲・お買物）＝安曇野にてそば昼
食＝おひさまロケ地（古民家・道祖神）＝アートヒルズ＝14:00 前後各お宿･
JR 松本･穂高駅【所要時間約 5 時間】

１月５日〜１２月２４日

料金：２名様催行お一人様 ７，０００円

各お宿･JR 松本･穂高駅 9:00 前後＝美麻又は信州新町経由＝長野＝善光寺
参拝★善光寺はいずれの宗派にも属さず、すべての人の往生極楽の門とし
て、また原生の安穏をお与え下さる大慈悲の如来さまを祀る寺として広く
深い信仰を得ています＝長野＝美麻又は信州新町経由＝15:00 前後各お
宿･JR 松本･穂高駅【所要時間約 5 時間】

【旅行条件】１.旅行費用に含まれているもの/専用車代・コースにより昼食付と昼食なしがあります。２.添乗員は同行致しませんがドライバーがお世話します。
３.募集定員は各コース 25 名様（最少催行人員 4 名様コース・3 名様コース・2 名様コースあり）。４. 子供料金明記無い場合は大人料金と同額になります。
５.予約は前日まで受付けています。（但し、満車等にてお受けできない場合がございます。）※基本出発エリアから同じエリアに戻りとなります。
【取消料】 取消料は旅行出発日から起算します。お申込み後、お客様のご都合で取消しになる場合、旅行代金に対して下記の料金で取消料を申し受けます。
7 日前〜2 日前 ３０％
前日 ４０％
当日 １００％
＊旅行条件は別途お渡しするパンフレットを参照して下さい。長野県知事登録認可の㈱トラベルプラザの旅行約款
によります。

【旅行企画・実施】
長野県知事登録旅行業 2-286

旅行取扱管理者 縣 直彦

㈱トラベルプラザあづみ野 〒399-8303 長野県安曇野市穂高 844-1
■営業時間：平日 9：00〜18：00/土曜日 9：00〜16：00 ■休業日：日曜・祝祭日

TEL
e-mail

0263-81-3100
yokoi@travel-plaza.jp 担当：横井
トラベルプラザあづみ野
http://www.travel-plaza.jp/

検索

裏面もご覧下さい

