
【旅行企画・実施】　　愛媛県知事登録国内旅行業第 2-78 号　　宇和島自動車株式会社
　　　　　本社 : 宇和島市丸之内 1 丁目 3 番 20 号                                     

国内旅行業取扱管理者　亀田 尚人　ＴＥＬ０８９５-２２-２２０４

大洲 (6:00)＝＝宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ(7:00)＝＝城辺 (8:10)＝観自在寺（弁財天）＝＝龍光院（毘沙門天）
　　　＝＝龍光寺（恵美寿尊） ＝＝仏木寺（大黒天）＝＝明石寺（布袋尊）＝＝出石寺（寿老人）  　　　　    
       　　　＝＝十夜ヶ橋（福禄寿尊）＝＝大洲 (17:20)＝＝宇和島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ(18:00)＝＝城辺 (19:00)                                                                            

9,500 円

※往路：大洲・宇和島方面から乗車の方は、城辺（営）にて乗換になります。

《募集型企画旅行条件》
1. 募集型企画旅行契約　　この旅行は宇和島自動車㈱ （以下 「当社」 という） が企画･募集し実行する国内旅行でありこの旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

２. 旅行代金のお支払い　　旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって１４日前までにお支払いいただきます。 １４日前以降にお申込された場合は、 申込時に全額お支払いいただきます。

３. 取消料 ( お一人 )　　　　　お申込後、 お客様都合による取消の場合は、 旅行代金に対してお一人に付下記の料率で取消料を頂きます。

４. 催行中止の場合　　各コースお客様が最少催行人員に満たないときは１３日前 ( 日帰り３日前 ) までにお客様に連絡し中止することがあります。 その場合お預かりした全額をお返しします。

５. 特別補償　　　　　　当社はお客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然的な外来の事故により生命、 身体に被られた一定の損害について旅行業約款補償規定によりあらかじめ定める額の補償金

　　　　　　　　　　　　　及び見舞金をお支払いいたします。

６. 個人情報の扱い　　当社の旅行申込の際提出された、 申込書に記載された個人情報についてはお客様とのご連絡に利用させて頂く他、

　　　　　　　　　　　　　　お客様がお申込いただいた旅行において運送 ・宿泊機関等のサービスを受領する為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　また、 パンフレットの送付･旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い･統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。

７. 募集型企画旅行契約約款　　この条件に定めない事項は国土交通省認定の当社旅行業約款 ( 募集型企画旅行契約の部 ) によります。

8. 利用バス会社　　　宇和島自動車 ( 株 )

取消日

取消料

旅行開始日の 11 日前 旅行開始日の 10 ～ 8 日前 旅行開始日の 7 ～ 2 日前 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 無連絡不参加
無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

旅行代金
 大人お一人様
旅行代金
 大人お一人様

弁財天

（べんざいてん）
財宝 ・ 技芸の神。
天災地変を除き、 豊かな
収穫と学問 ・ 技芸を授ける。

（べんざいてん）
財宝 ・ 技芸の神。
天災地変を除き、 豊かな
収穫と学問 ・ 技芸を授ける。

恵美寿尊 （えびすそん）
商売繁盛 ・ 大漁。
商売や事業を拡大、
繁栄へと導く。

（えびすそん）
商売繁盛 ・ 大漁。
商売や事業を拡大、
繁栄へと導く。

寿老尊 （じゅろうそん）
無病息災 ・ 延命長寿 ・ ぼけ封じ。
家族を怪我や病気から守り、
健康長寿を授ける。
また、 長生きすればそれだけ
知恵も付くので、 乱世を生き
抜く知恵も授ける。
ぼけ封じのご利益もある。

（じゅろうそん）
無病息災 ・ 延命長寿 ・ ぼけ封じ。
家族を怪我や病気から守り、
健康長寿を授ける。
また、 長生きすればそれだけ
知恵も付くので、 乱世を生き
抜く知恵も授ける。
ぼけ封じのご利益もある。

布袋尊 （ほていそん）
家族円満 ・ 家運隆盛。
家族 ・ 夫婦 ・ 職場 ・ 隣人
などの人間関係を円満に
導き、 家運の隆盛をもた
らす。

（ほていそん）
家族円満 ・ 家運隆盛。
家族 ・ 夫婦 ・ 職場 ・ 隣人
などの人間関係を円満に
導き、 家運の隆盛をもた
らす。

福禄寿尊
（ふくろくじゅそん）
幸運 ・ 生活の安定 ・
　　　長寿そして大願成就。
福は幸福、 禄は天からの
恵み ・ 幸運、 寿は長寿を
表す。
人々に幸運をもたらし、
大願成就への道を授ける。

（ふくろくじゅそん）
幸運 ・ 生活の安定 ・
　　　長寿そして大願成就。
福は幸福、 禄は天からの
恵み ・ 幸運、 寿は長寿を
表す。
人々に幸運をもたらし、
大願成就への道を授ける。

毘沙門天（びしゃもんてん）
除災 ・ 富貴 ・ 商売繁盛。
地相 ・ 家相の鬼門ご封じ。
あらゆる災難を祓い、
財宝 ・ 富貴 ・ 自在の
福利を授ける。

（びしゃもんてん）
除災 ・ 富貴 ・ 商売繁盛。
地相 ・ 家相の鬼門ご封じ。
あらゆる災難を祓い、
財宝 ・ 富貴 ・ 自在の
福利を授ける。

大黒天
（だいこくてん）
裕福 ・ 豊作 ・ 繁栄。
衣食住に幸せを授け貴家
に幸せをもたらす。

（だいこくてん）
裕福 ・ 豊作 ・ 繁栄。
衣食住に幸せを授け貴家
に幸せをもたらす。

出発日出発日 １月７日（火）１月７日（火）
７月７日（火）７月７日（火）

２０２０年南予七福神まいり２０２０年南予七福神まいり
食事条件食事条件 昼食１回昼食１回
特典特典

～南予七福神まいり～
　南予地方にある、四国八十八ヶ所霊場と四国別格二十霊場の寺院に七福神を祀り、「七難即滅・七福即生」の説に基き、

    お参りすると、七つの災難が取り除かれ、七つの幸福が授かると言われています。

～南予七福神まいり～
　南予地方にある、四国八十八ヶ所霊場と四国別格二十霊場の寺院に七福神を祀り、「七難即滅・七福即生」の説に基き、

    お参りすると、七つの災難が取り除かれ、七つの幸福が授かると言われています。

納経帳納経帳
◎ 最少催行人数 25 名◎ 最少催行人数 25 名

◎ 納経帳をお持ちの方は、 別途納経料 （300 円 ×7 ヶ寺） が必要です。◎ 納経帳をお持ちの方は、 別途納経料 （300 円 ×7 ヶ寺） が必要です。

◎ 添乗員同行いたします◎ 添乗員同行いたします

① 参拝記念として七福神色紙を進呈① 参拝記念として七福神色紙を進呈
② 各寺院にて散華の授与。② 各寺院にて散華の授与。

七福神色紙七福神色紙

利用バス会社 ： 宇和島自動車 ( 株 )利用バス会社 ： 宇和島自動車 ( 株 )

ツアー№20001

【宿毛方面からお越しのお客様】【宿毛方面からお越しのお客様】

【宇和島 ・ 津島方面からお越しのお客様】【宇和島 ・ 津島方面からお越しのお客様】

< 往路 >< 往路 >

お砂踏み会場へのバスのご案内お砂踏み会場へのバスのご案内

宿毛営業所宿毛営業所 宿毛駅宿毛駅 南レク御荘南レク御荘
公園前公園前

停留所停留所
行き先行き先

宇和島駅前宇和島駅前

宇和島駅前宇和島駅前

宇和島駅前宇和島駅前

宇和島駅前宇和島駅前

8:108:10

9:309:30

10:3510:35

12:1512:15

8:178:17

9:379:37

10:4210:42

12:2212:22

8:588:58

10:1810:18

11:2311:23

13:0313:03

宿毛営業所宿毛営業所宿毛駅宿毛駅南レク御荘南レク御荘
公園前公園前

停留所停留所
行き先行き先

宿毛宿毛

宿毛宿毛

宿毛宿毛

宿毛宿毛

13:5113:51

10:3610:36

14:5114:51

16:1616:16

13:4413:44

10:2910:29

14:4414:44

16:0916:09

13:0313:03

9:489:48

14:0314:03

15:2815:28

< 復路 >< 復路 >

< 往路 >< 往路 > < 復路 >< 復路 >

宇和島宇和島
バスセンターバスセンター 岩松営業所岩松営業所 南レク御荘南レク御荘

公園前公園前
停留所停留所

行き先行き先

8:408:40

10:0510:05

10:4010:40

11:5511:55

9:089:08

10:3310:33

11:0811:08

12:2312:23

9:489:48

11:1311:13

11:4811:48

13:0313:03

12:5512:55 13:2313:23 14:0314:03

宿毛宿毛

宿毛宿毛

宿毛宿毛

城辺城辺

城辺城辺

南レク御荘南レク御荘
公園前公園前 岩松営業所岩松営業所 宇和島宇和島

バスセンターバスセンター

11:2311:23

12:0912:09

13:0313:03

14:1314:13

15:0915:09

宇和島駅前宇和島駅前

宇和島駅前宇和島駅前

宇和島駅前宇和島駅前

宇和島駅前宇和島駅前

宇和島駅前宇和島駅前

宇和島駅前宇和島駅前

12:0112:01

12:4712:47

13:4113:41

14:5114:51

15:4715:47

12:2812:28

13:1413:14

14:0814:08

15:1815:18

16:1416:14

15:4815:48 16:2616:26 16:5316:53

停留所停留所
行き先行き先

会場へお越しの際はバスをご利用ください。会場へお越しの際はバスをご利用ください。
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会場へは南レク御荘公園前バス停でお降り下さい。会場へは南レク御荘公園前バス停でお降り下さい。


