
　　温泉で泊まる　お四国ゆっくり参り
期間：２０１８年11月～２０１９年5月

11月  　 (1) 霊山寺 -- (2) 極楽寺 -- (3) 金泉寺 -- 昼食 -- (4) 大日寺 -- (5) 地蔵寺 -- (6) 安楽寺 -- (7) 十楽寺 -- (8) 熊谷寺 ---- 泊/神山温泉 １３か寺

13（火）
14（水）     宿泊所 --- (12) 焼山寺 --- (13) 大日寺 --- (11) 藤井寺 --- 昼食 --- (9) 法輪寺 --- (10) 切幡寺 ¥31,000

12月  　 (17) 井戸寺 ---- 昼食 --- (16) 観音寺 --- (15) 国分寺 --- (14) 常楽寺 --- (18) 恩山寺 --- (19) 立江寺 ---- 泊/月ケ谷温泉 １０か寺

6（木）
7（金）     宿泊所 --- (20) 鶴林寺 --- 太龍寺ロープウェー / (21)太龍寺 --- (22) 平等寺 ----- (23) 薬王寺 / 昼食 ¥33,000

1月   (24) 最御崎寺 ----- (25) 津照寺/昼食 ----- (26) 金剛頂寺 --- (27) 神峯寺 ------- 泊/高知黒潮温泉 １１か寺

15（火）
16（水）     宿泊所 --- (28) 大日寺 --- (29)国分寺 --- (30) 善楽寺 --- (31) 竹林寺 --- 昼食 -- (32) 禅師峰寺 -- (33) 雪蹊寺 -- (34) 種間寺 ¥30,000

2月  　 タクシー(35) 清滝寺 ---- (36) 青龍寺 /昼食 ---- (37) 岩本寺 ----泊/足摺温泉 ９か寺

5（火）
6（水）     宿泊所 --- (38) 金剛福寺 --- (39) 延光寺 --- 昼食 --- (40) 観自在寺 --- (41) 龍光寺 -- (42) 仏木寺 -- (43) 明石寺 ¥30,000

3月  　(44) 大宝寺 -- (45) 岩屋寺 -- 昼食 -- (46) 浄瑠璃寺 -- (47) 八坂寺 -- (48) 西林寺 -- (49) 浄土寺 -- (50) 繁多寺 -- (51) 石手寺 -- 泊/道後温泉 １６か寺

12（火）
13（水）     宿泊所 --- (52) 太山寺 -- (53) 円明寺 --- (54) 延命寺 -- 昼食 -- (55) 南光坊 -- (56) 泰山寺 -- (57) 栄福寺 -- (58) 仙遊寺 -- (59) 国分寺 ¥29,000

4月  　(61) 香園寺/(62)礼拝所 -- (63) 吉祥寺 -- (60) 横峰寺 -- 昼食 -- (64) 前神寺 --- (65) 三角寺 -- (68) 神恵寺 / (69) 観音寺 --泊/ 観音寺母神温泉 １６か寺

9（火）
10（水）     宿泊所 -- ﾛｰﾌﾟｳｪｰ/ (66) 雲辺寺 -- (67) 大興寺 - (70) 本山寺 - (71) 弥谷寺/昼食 - (72) 曼荼羅寺 - (73) 出釈迦寺 - (74) 甲山寺 - (75) 善通寺 ¥33,000

5月  　 (76) 金倉寺 -- (77) 道隆寺 -- (78) 郷照寺 -- 昼食 -- (79) 天皇寺 -- (80) 国分寺 -- (81) 白峯寺 -- (82) 根香寺 ----- 泊/白峰温泉 １３か寺

14（火）
15（水）     宿泊所 --- (83) 一宮寺 --- (84) 屋島寺 --- ケーブルカー/ (85) 八栗寺 --- 昼食 --- (86) 志度寺 --- (87) 長尾寺 --- (88) 大窪寺 ¥32,000

 代金に含まれるもの/タクシー　ロープウェー　通行料　駐車料金　昼食代　宿泊代（1泊２食）　保険料　

　

＊諸事情により日程・行程等が変更になる場合があります

＊最少催行人員１2名様/募集人員２5名様/定員になり次第締め切らせて頂きます

個人負担/朱印代（１ヶ寺）軸５００円 納経帳３００円 笈摺り２００円

1 主催旅行契約・・・この旅行は、えひめバス旅行(有)（以下「当社」といいます）が主催する

旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。

2 旅行のお申し込みと契約の成立時期・・・当社所定事項をご記入の上、旅行代金を添えて

お申し込みいただきます。旅行契約は申込書と旅行代金を受領した時に成立するものとします。

3 旅行代金のお支払い・・・催行決定の連絡後期日内に指定の振込先、または来社にてご旅行代金を

お支払いください。

4 旅行代金に含まれるもの・・・旅行日程に明示した運送期間等の運賃・送迎バス等の料金、宿泊費、

食事代及び消費税諸税が含まれております。

5 取消料・・・お申し込みの後お客様の都合により取消になる場合は、下表の取消料をいただきます。

6 旅行催行の中止・・・最少催行人員に満たない時は旅行の実施を取りやめることがあります。

取　消　日
（旅行前日よりさかのぼって）

10日目以降 7日目以降 2日目以降 前日 旅行開始後

1泊以上の旅行の場合 20% 30% 40% 50% 100%

日帰り旅行の場合 30% 40% 50% 100%

ご旅行条件（要約）

えひめバス旅行（有）

ＴEL 0894-62-5089 ＦAX 62-5270

〒797-0013　愛媛県西予市宇和町稲生509

愛媛県知事登録旅行業第２－９３号
一般貸切旅客自動車運送事業 四運自旅第1159号

国内旅行業務取扱管理者 冨永美和
営業時間9：00〜18：00（土日・祝祭日を除く）

利用バス会社名/えひめバス旅行（有）


