
◆期間限定 ガイド 付きパスツアー◆

【ｲ尹勢市内周遊ばす Ｂコース】

伊勢神宮参拝と別宮「倭姫宮」、二見をめぐる

期間ｌ 定・辺末 設定の大玄お値打ちなく伊塾市内 周逆パスツ

アー＞です。Ａ一日・[ ・l]の計４コースの設定です，伊物市内

をそれぞ れのｊ－マに合わtjl. コースの中身となっており。

伊塾軸宮jjll でなく，違っ1.伊璽の魅力を味わうことができ

ます，a6 まり市唱|こ知られていない伊愁市内の・ れ1-立寄り

スポ･フトも宛字します，まＬ今回【ｺ 大゙変お摺な科金設定とな

71ていますので，旱めのお申し込gj をおすすめします,｡この

機会に是非ご参加く1ごこyい。

【Bコース】　１,０ ００,１～ ２,００ ０ｒｌ
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このプランのおすすめポイント

バスガイドと運転士がお出迎え

ガイドと運転土がおもてなしの心でJI なさまを

お迎えしま-１！目的地 までljバス|こて楽々移

動。地図をＩ Ｌリ、駐 車場を探す手llj 一切あ

り まtfん。また、新型 コ[] ナウィJしス感染症対

策もしT111Slj実施しており、安心・安全の伊駱

の旅をお蚕しjjいjJ ごljます。

●日程表

アイコンについて

,ａ 舶移動

４・ 車移動

ｖ1151T 観光・見学・体験

●その他

＼
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所要蒔間

対象年齢

設定期間

エリア

倭 姫 宮

倭姫命をおｉ りする内宮の別宮倭姫宮。儡姐命

12現在の場所に神宮を創建し1. 神と云わｎ てお

り、

ぞの功積を称え倭姫Ｓ がSI 建こyｔlk と云わｔlて

います。内宮と外宮を陥ぷ雖幸遠路の中【ｊどの

倉田山に誦座し。倭姫命をお祀IJし ています。

緑のａ ざ15 かな倉田山の西側【こ11、師 宮徊古

館・痙業館、美術館、神宮文庫等があり、この

辺りを「倭姫文化の森」といいます。

ブラシ詳細

●プラン情報

期 間

設定 除 外日

旅行代金に 含まれ
るもの

鼠少 催行 人 数

鼠少受付人数

最大 受 付 人 数

オプ シ ョ ン

その 他 特典

利 用 バ ス 会社

U 』ゴＪ 電車移動

1 夕 徒歩移動

?? １・

新型コ[]ナウイルスヘの対応じついては．ちらでご確認く

だｊ い，．

【伊鵠市内周漑ばす Ｂコース】の持狗

肯伊塾市駅乗車の方のXI. 無料でq=前中レンタリイツルが付きます。ご

希望の方はご予約時にお申出ください。「伊勢市駅手荷切預かり所」で

レンタルび可能です，

具合場所

●注意事項

約３時間30 分

小学生以上

2021 年1月16 日～2月13 日の土日祝

伊塾志摩

二見（天婦岩 等）

大注連掃でλく堅く９ ぱｎ た二つの岩〔男岩、

女岩〕を夫婿岩と呼びま７．夫婦岩12 夫婦15 、

力･y ブJし等恋愛の象歓となさ れておリ禄結ぴの

シンポJしとしても有名です．二見浦|ﾕ 古来 よ

IJ、涵渚と専ぱれ、伊秘参宮を控えた人４が汐

水を浴ぴ、心身を渦めlj 葵場でしJ. 、二見浦に

参!l で．身を清めることを「浜参宮」といい、

現在では、吸をする代 わりに神社|こ参拝し「無

垢塩・ 」を受Ej ることを「洒参宮」としていま

す．

2021 年1 月16 日～2 月13 日の土日祝

※詞 宮 参 拝停 止日

・パス垂車代 ．消負税等諸説

名
　

名

１
　

１

10 名

・２ にお申込Xj の方ljr 伊勢鴇ｓ 内

宮哨ダルフlと渦喫り ーぷIシ」｛ｇ 大

1,２００円相当｝の弓|換券をお渡しし

ま-ｉ。本省【2繋乃・ 屋で名自にて弓|

換となります。

ｔ 伊舅 市駅乗車の方のXJ. 仙桐で午

前中レ ンタりイツルが伺きます｡｡ ご

希望の方Ljご予釣時にお申出くjjj

い。「伊舶 市吼手荷吻預1り 」哨」で

レ ）ｙ」しが可能です。

株式会社伊勢国際観光

‘ 伊摯聊奥内奥餉13: 口０聳今 ／

１３二10偶発

’JR伊勢市９ フｙミりーマート伊ｌ

ぷ町,古噛13: １５Ｓ合／13:25XI 賢

一近鉄宇治山田駅前13 二２０重合／

１３丿30出発

・移動時ｌ 、j1 字時間1‘9コ ース内 容、到芯 時ｌ 等|ﾕ当日 の遭路1111 ‘5天候

など|こより套更1り中 止と なる場 合がご ざい まｔ お帰りの交通機関

(JR ・近鉄 ・パ測 への擢鐙 蒋・ にＵ 十分 仁注意く1ごさい 。

・遍路 状況、その他15 むを徊 ない乖|創こより、発着時間が蒼れる場合 がご

ざい ま可。 ま1.｡ 遅 れ|こよる自由 時間の垣玲及ぴ、I!SIJの到 着時間 が遅

れ、リリリ 一の利用又12 宿泊し な11 ればなら ない 事凧が生じ ても当社Lま

一切の員任を負い９ ねますの で予 めご了 承く1ごさい 。

・出発の10 分前 まで|こご 屁合くjごさい、

●取消料

契約､唄立接、お客鷹のご郡合で契釣を解除する昭合、旅行代金Eこ対してお

客噸1名につき下:己の科率で取消同をいjJ ごきます、なお、迦Ｓ人数のご参

加で、一部のお客哩が契釣を鰐除ｊ れる儡合1ｔ ご呑加のお客哩11らii

送 一宿泊極圏Ｓの（1台・1室＆たりの）ご利用人数の堂更に対する理籐代

金をそれぞれい1.1ごきます､．

3日前～前日

20 ％

当 日

5０％

源T 開始後無連絡不参加

100 ％

ii 出発｛ヨ ーコ λ 一遍i寅－宿泊 樋回 春行程中の－fl を変更こぎれ 刺Ｓ合 毫･｝二

記取ji 祠の対象となIJ ます．

をご堂 更お取消口t踪⊆Ｌ 宮業爵瓢 内 に ｉ 妬 亘株貫令寸卜 吸気販売 ッＸ ＪＸ･

Ｘ までお電話じ てjXI し出 くjごＪい ．

電話 番号: ０５０-３７７５-４７２７ ｛営 奥哨・ １０：ＯＯ～１８：００｝

なji、=t ヤンセルさ11 る日l 二よ ってぱｉ 定の取消料（上記参 照） が発生

しま７ のでご注童くjごさい．
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