
幽頂で泊まるお四国ゆっくり参り
期間：令和元年1 1月～令和2年5月

11月 (1)雹山寺 ー一 (2)極楽寺 一 (3)金泉寺 ーー 昼食ー一(4)大日寺 ー一 (5)地蔵寺ー(6)安楽寺 ーー (7) +楽寺 ーー(8)熊谷寺ー一一ー 泊／神山温泉

6 (水） 宿泊所 ーー一 (12)焼山寺 ー 一 ー (13)大日寺 ー一ー (11)藤井寺ー——昼食 ー一ー (9)法輪寺 ー一ー (10)切幡寺7 (木）

12月 (17)井戸寺 ー一一ー 昼食 ー一ー (16)観音寺ー一ー (15)国分寺 ー一ー (14)常楽寺ー一ー(18)恩山寺 ー一ー (19)立江寺 ー一一ー 泊／月ケ谷温泉

11 (水） 宿泊所 ーー一 (20)鶴林寺 ー一ー 太龍寺0 ー プウェ ー / (21)太龍寺 ー一ー (22)平等寺 ー一ー一ー (23)薬王寺 ／ 昼食12 (木）

1月 (24)最御崎寺 ー一ー一ー(25)津照寺／昼食 ー一ー一ー(26)金剛頂寺 ー一ー (27)神峯寺 ー一ー一ー一ー泊／高知黒潮温泉

8 (水） 宿泊所 ー一一 (28)大日寺 ー一ー (29)国分寺 ー一ー (30)善楽寺 ー一ー (31)竹林寺 ー一ー 昼食 ー (32)禅師峰寺 ーー (33)雪践寺 ーー (34)種間寺9 (木）

2月 タクシ ー(35)清滝寺 ー一一ー (36)青龍寺 ／昼食 ー一一ー (37)岩本寺ーー一ー泊／足摺温泉

5 (水） 宿泊所 ーー一(38)金剛福寺 ー一一 (39)延光寺 ー一ー 昼食 ー一ー(40)観自在寺 ー一ー (41)龍光寺 ーー (42)イム木寺 ー一 (43)明石寺6 (木）

3月 (44)大宝寺 ーー (45)岩屋寺 一 昼食 ー一(46)浄瑠璃寺 ー一 (47)ハ坂寺 ー一 (48)西林寺 ー一 (49)浄土寺 ーー (50)繁多寺 ーー (51)石手寺 ーー 泊／道後温泉

25 C水） 宿泊所 ー一一 (52) 太山寺 ーー (53)円明寺ー一ー(54)延命寺 ーー 昼食 ーー (55)南光坊 ーー (56)泰山寺 ー一 (57)栄福寺ー一 (58)仙遊寺 ー一 (59)国分寺26 C木）

4月 (61)香園寺/(62)礼拝所 ー一 (63)吉祥寺 ーー (60)横峰寺 ーー 昼食 ー一(64)前神寺 ー一一 (65)三角寺ー(68) 神恵寺 / (69)観音寺ーー泊／観音寺母神温泉

15 C水） 宿泊所 ―- Dーフ
゜

仇― / (66)雲辺寺 ー一(67)大興寺ー(70)本山寺 ー (71)弥谷寺／昼食 ー (72)曼荼羅寺 ー (73)出釈迦寺ー(74)甲山寺 ー (75)善通寺16 C木）

5月 (76)金倉寺 ーー(77) 道隆寺 ー (78)郷照寺 ーー 昼食 ー一 (79)天皇寺 ーー (80)国分寺 ー (81) 白峯寺 ーー (82)根香寺ー一 ー一ー 泊／白峰温泉

13 C水） 宿泊所 ー一ー (83) 一宮寺 ー 一ー(84)屋島寺 ー ——ケープルカ ー / (85)ハ栗寺 ー一ー 昼食 ー一ー (86)志度寺 ー一ー (87)長尾寺 ー一ー (88)大窪寺14 (木）

代金に含まれるもの／タクシ ー □ ー プウェ ー 通行斜 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1 2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

ご旅行条件（要約）
1 主層旅行契的・ . . この旅行は、 えひめバス卵fil町I (以下「当社Jといいます）が主鷹する

煎行であり 、 この旅行Iこ0加されるお害攣1記コ社と王壇郎百契約を輝結することになりま,,..
2旅行のお甲し込みと契約の成立時期・ ・ ・当社所定●項をご記入の上、 旅行f-1:金を添えて

ぉ甲し込みいたださます． 旅行契約1さ申込●と院行f-1:金を受讀したB言に成立するものとしま.....
3旅行代金のお支払い. . . Al行決定の運閉1曇期sos,,::指定の濃込先、 また1さ来,:t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；；；した遷送期間等の運●●送迎バス等の料金、 喧：e冑 、

-代E>UJ"I賣呻>s;..':f:雹::l!nてわり工す．

5 .. 漬h — . -匹し,.,,,.畿幻言遭の饂名こより112!111=も:IIJ!r!;r_ 下言l!Jll'l溝＂匂＼た�,I!士tt.

，中勺-----
6旅行僅行の中1.1: • • •  II少壇行人●Iこ嗚たない晦'"'諜行の実施をBRりやめることがあります．

えひめバス旅行（有）
797-0013愛媛県西予市宇和町稲生230
TEL 0894-62-5089 F/lX 62-5270

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
営業時閻9 : 00--1 8 : 00 (土日・祝祭日を踪く）
利用バス会社名／えひめバス旅行（有）

1 3か寺

¥32.000

i 0か寺

¥34.000

1 1か寺

¥31,000

9か寺

¥31.000

1 6か寺

¥30,000

1 6か寺

¥34,000

1 3か寺

¥33,〇〇〇


