催行期間

2017年4月1日㈯〜2018年3月31日㈯

体験たくさん人気観光地を巡るバスツアー

毎日（2017年12月1日㈮〜2018年1月15日㈪は除く）

ガイド
付き

国宝瑞龍寺・世界遺産五箇山と
庄川クルージングの旅
Zuiryu-ji Temple (national treasure),
Gokayama world heritage site, and Sho River Cruising Trip
國寶瑞龍寺，世界遺產五箇山與庄川峽遊覽船巡航之旅

※写真はすべてイメージです。
※Pictures are for illustrative purposes
※照片僅供參考

庄川遊覧船

旅行代金
Cost
旅遊費用

大

Adult

富山県唯一の国宝瑞龍寺は地元ガイドの説明を聞きながら見学ができま
す。五箇山では、相倉合掌造り集落の見学と道の駅たいらで和紙漉き体
験ができます。庄川峡のクルージングもお楽しみいただけます。終着は、
庄川温泉郷、富山駅、高岡駅、新高岡駅をお選びいただけます。

9,800円

人（中学生以上）
成人

こども（小学生以小下）

4,900円

Visit Toyama Prefecture's only national treasure, Zuiryu-ji Temple, while listening to a
local guide s explanations. In Gokayama, you can visit the Ainokura gassho-zukuri
village and experience making Japanese paper at the roadside station. Finally, enjoy
cruising down the Sho River Gorge. You can choose to end your tour at Shogawa Onsen
※最少催行人員/2名
Town, Toyama Station, Takaoka Station, or Shin-Takaoka Station.
※Operation starts with at least two people ※最少2人成行
※料金に含まれるもの/バス乗車代、有料道路代、駐車代、瑞龍寺拝観料、
ガイド代、 ��富山縣�唯一國寶瑞龍寺，並同時聆聽在地導遊的介紹。在五箇山，不僅造訪相倉合掌造聚落，
和紙漉き体験料、庄川クルージング代
還可以在「平」休息站體驗日本和紙的造紙經驗。 最後享受庄川峽遊�船的巡航。 您可以選擇在庄
※Included in the price: bus fee, toll road fee, parking fee,
川溫泉郷，富山車站，高岡車站或新高岡車站劃下完美的句點。

Child

小孩

Zuiryuji Temple viewing fee, guide fee,
Japanese paper making experience fee, Sho River cruising fee
※旅遊費用包含：乘車費，收費道路費用，停車費，瑞龍寺入場費，導遊費用，
日本和紙造紙體驗費用，庄川遊覽船乘船費用。

高岡駅 9：20

集合場所・時間 Takaoka Station
Meeting place · time 高岡車站
集合場所・時間

新高岡駅 9：30

Shin Takaoka station
新高岡車站

●コース

Schedule

行程

高岡駅 Takaoka Station 高岡車站
→新高岡駅 Shin Takaoka Station 新高岡車站
→瑞龍寺
（ガイド付き見学）
Zuiryu-ji Temple (National Treasure / Guided visit）

所要時間 7時間 所需時間約7小時

國寶瑞龍寺（附導遊解說）

→庄川クルージング Sho-gawa cruise 庄川峽遊覽船
→道の駅たいら
（和紙漉き体験・自由昼食）

Time required: 7 hours

Taira Roadside Station (Japanese paper making experience, lunch)

休息站「平」
（和紙造紙體驗，午餐時間）

→世界遺産五箇山相倉集落
（自由散策）

Gokayama World Heritage Site Ainokura Settlement（free time）

世界遺產五箇山相倉聚落(自由参觀)

→庄川温泉郷［16：00頃着］

Shogawa Onsenkyo (arrival around 16:00)

庄川溫泉鄉

→富山駅［16：50頃着］または高岡駅・新高岡駅［16：40頃着］
Toyama Station (arrival around 16:50) or Takaoka Station,
Shin Takaoka Station (arrival around 16:40)

富山車站 或 高岡車站 或 新高岡車站

和紙漉き体験

※観光バスでの運行が基本になりますが、参加人数により、
タクシー、
ジャンボタクシーにて運行させていただく
場合があります。
※コース途中で車両をお乗り換えしていただく場合があります。
※Traveling by sightseeing bus is standard, but depending on the number of participants,
we may operate a taxi or a jumbo taxi.
※You may have to change vehicles in the middle of the tour.
※基本上是以乘坐觀光巴士為主，但依參加人數不同，可能改搭計程車或大型計程車。
※可能在行程中更換交通工具。

お問い合わせ

TEL0763-82-7111

■電話受付時間/9時〜17時

■旅行企画・実施

FAX0763-82-3916
URL http://www1.coralnet.or.jp/ist/

チューリップ交通株式会社

富山県知事登録旅行業
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