
3,800円

富山県高岡市

旅行代金：おひとり様
(税込)

※雨天決行ですが、行程上危険と判断される場合、中止とさせていただく場合がございます。

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、施設入館料、添乗/ガイド諸経費）

※ツアー実施の7日前までにお申し込みがない場合、ツアーを中止させていただく場合がございます。
■最少催行人員：各出発日共1名様よりツアーを実施いたします
■じもとガイドさん・平和堂添乗員又は係員同行
■昼食：山町茶屋にて町屋ごはん
■お菓子 江出の月(2個)のお土産付

9月27日(木)・10月15日(月)

募集人員：
各出発日共10名様
おひとり様の参加大歓迎！

○旅行代金を添えて下記旅行センターまでお申込み下さい。
○お申し込みの際には詳しい旅行条件書（全文）をお渡し致します。事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。
○集合場所までの交通費はお客様ご負担となります。
○安心してご参加頂くため、旅行傷害保険へのご加入をおすすめ致します。
○当日は別途お渡し致します行程表をご持参くださいませ。

予定行程

平和堂旅行センター
ホームページ

歩行距離：約3.5km

商家と鋳物師異なる歴史の面影が残る町並みを散策・高岡名物昆布ごはんを昼食でいただきます。

※諸状況により一部コース・時間が変更になる場合がございます。
ツアー情報満載！

スマート
フォンの方は
コチラ▶

～日本三大仏かもしれない!?高岡大仏のまち～

【旅行企画・実施】 【お申込み・お問合せ】
滋賀県知事登録旅行業 第２－１０９号 

(一社)日本旅行業協会正会員
株式会社平和堂(旅行センター)

滋賀県彦根市西今町1番地

ツアーのポイント

実施日

山町土蔵造りの町並み
(画像提供：高岡市)

高岡御車山会館(山車) 昼食(町屋ごはん) 

高岡大仏(画像提供：高岡市)

あいの風とやま鉄道 高岡駅
(14：50頃解散)

金屋町(格子造りの町並み)

高岡御車山会館

昼食

菅野家住宅

山町筋(商家土蔵造りの町並み)

高岡大仏

あいの風とやま鉄道 高岡駅
(10：00集合)

じもと
ガイドさんと歩こう！『高岡』

平和堂のまちあるきツアー じもとりっぷ



※「歩こう!北前船の港町 岩瀬」コースは、
　5名様からツアーを実施いたします。ガイドさんと一 緒に歩いてじもと再 発 見 　 1名 様 の 参 加 大 歓 迎！

他にも多数コースをご用意しています。詳しくは売り場設置のパンフレットをご覧くださいませ。

平和堂のまちあるきツアー～じもとりっぷ～

行程

■　最少催行人員/　各出発日共5名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共15名様
■　集合/　　　　　JR富山駅（10：00）
■　解散/　　　　　富岩運河環水公園（15：50頃）
■　歩行距離/　　　約3.0km
■　昼食/　　　　　岩瀬カナル会館内maru5 おまかせランチ
■　おやつ/　　　　大塚屋 三角どらやき

10月12日(金)・10月23日(火)
JR富山駅++(富山ライトレール)++東岩瀬駅・・・大町新川町通り(森家を含む、廻船問屋が
建ち並ぶ歴史的町並み)・・・富山港展望台・・・岩瀬運河・・・昼食～～(富岩水上ライン)
～～《中島閘門》～～富岩運河環水公園

■コースのポイント/富山ライトレールに乗り、岩瀬の繁栄を築いた廻船問屋の由緒ある建物を知り、全国でも珍しい中島閘門の水のエレベーターを体験

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、森家入場、富山ライトレール、水上ライン乗船料、添乗/ガイド諸経費）

富山市

(税込)3,600円
歩こう！北前船の港町 岩瀬 ～由緒ある建造物群と

         富岩運河・中島閘門を知る～

旅 行 代 金
(おひとり様)

富山ライトレール 岩瀬の町並み 富山湾展望台 中島閘門
(注意)
・ガイドさんのおすすめコースとなり、行程、歩行距離は一部変更となることがあります。
・富山ライトレールは指定席ではございません。混雑状況によりお座りいただけない場合がございます。
・天候状況により水上ラインにご乗船いただけない場合がございます。 ・遅めの昼食になります。

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共15名様
■　集合/　　　　　JR津幡駅（8：55)
■　解散/　　　　　アル・プラザ津幡(15：00頃)
■　歩行距離/　　　約2.7km
■　昼食/　　　　　「ミエル」にてオムライスセット
■　お土産/　　　　「加賀藩たかくら」の和菓子

9月28日(金)・10月28日(日)
JR津幡駅・・・津幡駅前バス停＝倶利伽羅不動寺・・・不動ヶ池・・・倶利伽羅公園・・・五社権現
・・・倶利伽羅公園展望・・・古戦場・・・倶利伽羅不動寺山頂堂＝西之坊鳳凰殿＝JR津幡駅
・・・昼食・・・アル・プラザ津幡

■コースのポイント/日本三大不動の１尊と言われる倶利伽羅不動寺の本尊。2018年は開山1300年を迎えます。

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、路線バス代（津幡⇔倶利伽羅不動）、添乗/ガイド諸経費）

津幡町

(税込)3,000円

歩こう！津幡 ～日本3大不動の1つ倶利伽羅不動尊をたずねて～

旅 行 代 金
(おひとり様)倶利伽羅不動山頂堂 西之坊鳳凰殿 お土産「ぽっ」 昼食「ミエル」

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共15名様
■　集合/　　　　　JR金沢駅(10：10)
■　解散/　　　　　JR金沢駅(15：50頃)
■　歩行距離/　　　約4.7km
■　昼食/　　　　　ヤマト糀パーク内発酵食美人食堂/寝かせ玄米の甘酒カレー
■　お土産/　　　　ひしほ醤油5cc(10袋入り)

10月9日(火)・10月26日(金)
JR金沢駅・・・中橋バス停＝大野港バス停・・・大野からくり記念館・・・大野お台場公園
・・・ヤマト糀パークひしほ蔵・・・昼食・・・麹蔵ガイド付きツアー・・・大野日吉神社
・・・桂町東バス停＝中橋バス停・・・J R金沢駅

■コースのポイント/大野の海と、醤油・味噌蔵をめぐります。

（旅行代金に含まれているもの：路線バス代（中橋→大野港、桂町東→中橋）、からくり記念館入館料、昼食代、添乗/ガイド諸経費）

金沢市

(税込)3,300円

歩こう！金沢～港としょうゆのまち 隠れた名所大野を巡ろう～

旅 行 代 金
(おひとり様)

からくり記念館 ヤマト糀パーク ひしほ蔵 大野日吉神社「写真提供：金沢市」 寝かせ玄米の甘酒カレー
(注意 )往復とも路線バスとなる為、時間厳守でお願いします。

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共15名様
■　集合/　　　　　JR小松駅(9：50)
■　解散/　　　　　JR小松駅(15：00頃)
■　歩行距離/　　　約3.0km
■　昼食/　　　　　花山亭/小松うどん・炊き込みご飯が付いた和定食
■　お土産/　　　　那谷寺のこんぺいとう

11月6日(火)・11月16日(金)
ＪＲ小松駅　＝　那谷寺　・・・　昼食　＝　ＪＲ小松駅　・・・　錦窯展示館　・・・
曳山交流館みよっさ　・・・　ＪＲ小松駅

■コースのポイント/秋ならではのコースです！「パワースポット」でもあり、紅葉で有名な那谷寺を散策。
　広い境内は「奇岩遊仙境」と称され、参道の苔も見ものです。

（旅行代金に含まれているもの：路線バス代(小松駅⇔那谷寺)、昼食代、添乗/ガイド諸経費）

小松市

(税込)3,900円

歩こう！小松 ～紅葉の那谷寺と、九谷焼を楽しもう～

旅 行 代 金
(おひとり様)

那谷寺 錦窯展示館 曳山交流館みよっさ 小松うどん・炊込ご飯が付きます
(注意)
紅葉の見頃はその年の気象状況により大きく変わり、見頃にご覧頂けない場合もございます。

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、養浩館庭園入場代、添乗/ガイド諸経費）

行程

■　最少催行人員/　1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　15名様
■　集合/　　　　　JR福井駅(10：10)
■　解散/　　　　　JR福井駅(15：00頃)
■　歩行距離/　　　約5.0km
■　昼食/　　　　　福井パレスホテルでの日替りランチ
■　お土産/　　　　福井銘菓･羽二重くるみ。

10月12日(金)
J R 福 井 駅 ･ ･ ･ 柴 田 神 社・・・足 羽 河 原・・・左 内 公 園・・・浜 町・・・片 町・・・
昼食･･･福井中央公園・・・福井城址・・・養浩館庭園・・・JR福井駅

■コースのポイント/幕末明治150年博開催中！橋本左内等、福井の先人たちゆかりの地を訪ねます。

福井市

(税込)2,700円
歩こう！福井～幕末明治･福井の先人たちゆかりの地を訪ねて～

旅 行 代 金
(おひとり様)

柴田神社・北の庄城址 福井城址 養浩館庭園 日替わり洋食ランチ(一例) (注意)・昼食に関して､アレルギーがある場合は申込時にお申し付け下さい。
・雨天等、悪天候の場合、行程を変更する場合がございます。

行程

■　最少催行人員/　1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　15名様
■　集合/　　　　　えちぜん鉄道三国駅(11:00)
■　解散/　　　　　えちぜん鉄道三国駅(15:30頃)
■　歩行距離/　　　約3.5km
■　昼食/　　　　　三國湊座の名物・三国バーガーセット
■　お土産/　　　　三国名物！酒まんじゅう

10月27日(土)
えちぜん鉄 道 三国 駅･ ･ ･瀧 谷 寺 ･ ･ ･昼 食・・･マチノクラ･ ･ ･岸 名家･･･旧森田銀行
･･･三国大野屋･･･西光寺･･･いとや提灯･･･えちぜん鉄道三国駅

■コースのポイント/北前船の寄港地･湊町三国の歴史を知るツアー｡あわら温泉などにご宿泊のお客様にもおすすめのツアーです！

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、添乗/ガイド諸経費）

坂井市

(税込)3,000円

歩こう！湊町･三国 ～北前船の寄港地･湊町三国の歴史散歩～

旅 行 代 金
(おひとり様)

瀧谷寺 岸名家 旧森田銀行 三国バーガー(昼食) (注意)
・三国駅までの交通費､駐車場代等はお客様ご負担となります｡
・福井駅から電車にてお越しのお客様は､えちぜん鉄道一日フリーきっぷ(大人1,000円）のご利用が便利です！


