
松本山雅ＦＣオフィシャルツアー
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片山ホームタウン担当と行く讃岐戦と本場の阿波踊り体験！
Ｊリーグ Ｐｉｋａｒａスタジアム カマタマーレ讃岐戦 １泊２日ツアー

「えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイヨイ、踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らな損々…」
山雅にわか連に参加して阿波踊りを踊りましょう！

２日目の観光と阿波踊り体験を詳しく解説
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

雨天決行★出発日 Ｈ３０年８月１１日（土・祝）

★２日目のスケジュールを徳島現地からの情報により下記の様に変更致しました！
２日目の出発時刻が早くなり９：００ホテル発に変更になりました。★

阿波踊り会場へは徳島城博物館見学後、そのまま徒歩移動にて「にわか連」演舞場へ移動します。にわか連集合
時間までは時間がありますので自由見学・自由夕食の時間といたします。また阿波踊り開始は１８：００です。
阿波踊り終了後は吉野川河川敷駐車場へのシャトルバス （２０分程度・１００円個人負担）で各自で花バスま
でお戻りいただきます。
下記日程表の記載の様に事前に帰りのシャトルバス乗車場所とにわか連集合場所をバスで通って車窓から見て頂
きますので迷子にならない様にしっかりと覚えてください。シャトルバス乗り場の混雑度合いが分からないので
目安として20:00頃までにはシャトルバス乗り場にご集合し、21:00迄には河川敷駐車場にお戻りいただき花バス
を見つけてください。シャトルバスは渋滞状況によりもっと乗車時間がかかる場合があります。有料演舞場のチ
ケットが発売されますが「にわか連」で踊り参加しますので見学時間は無いかと思われます。大変な人出の中で
各自で河川敷駐車場に集合となりますから、何か問題が有った場合は当日にお知らせする乗務員携帯番号までご
連絡をお願いします。
阿波踊り参加の服装は山雅ユニフォーム着用としましょう！★

★恒例によりホテル到着後に希望者による懇親会を行います。希望者はネット予約では備考欄に記載いただくかお電
費用は飲物込みで4000～5000円程度を予定しています。話をお願い致します。費用はワリカンとさせて頂きます。

★お盆休みで渋滞が予想されるために早めの出発にしてあります。渋滞がない場合は早めの到着となり、また渋滞が
予想以上の場合は下記時刻より遅れる場合もございます。

乗車場所・出発時刻・旅程コース
4:05 4:20 4:30 4:40 4:45 5:00 5:05 5:15 5:30 6:00 6:15①

＝ ＝ ＝ PA＝ ＝ PA＝ ＝＝ ＝ ｹ ＝ ＝ ＝＝ ＝＝安曇野IC 松本ＩＣ西 塩尻北ＩＣ みどり湖 岡谷IC 辰野 伊北IC 伊那IC 駒 根IC 松川IC 飯田IC(駒ヶ岳SAﾄｲﾚ休憩)

着 頃 頃 頃15:00 18:00 ～ 20:00 20:15 21:00ｷｯｸｵﾌ 頃出発

Ｐｉｋａｒａスタジアム カマタマーレ讃岐 ＶＳ 松本山雅ＦＣ ホテル＝（ ＝ ＝休憩：恵那峡SＳＡ・多賀ＳＡ･西宮名塩ＳＡ・津田の松原ＳＡ昼食６０分）

頃 頃 頃 頃 頃 頃② 9:00 9:10 ～10:10 10:20 ～11:20 12:00 ～12:50

＝＝ ＝＝ ＝＝ ＝朝食・ホテル 400年の歴史の大名庭園・栗林公園 高松城跡・玉藻公園 高松自動車道・津田の松原SA自由昼食
頃 頃13:50 ～15:20

＝＝復路シャトルバス乗場・車窓下見(市立体育館前)＝にわか連集合場所・車窓下見(元町演舞場前)＝＝ ･･･徳島城博物館・徳島城跡

･･･徒歩800m･･･ ････ ･･徒歩･･集合１８：１５元町演舞場近く･にわか連集合場所・練習 山雅連の演舞場へ躍り込み・19:30頃まで

･･･ ＝シャトルバス＝ ＝２０：００頃迄に ２１：００出発市立体育館前シャトルバス乗車場所･河川敷行き 吉野川河川敷駐車場出発
途中 休憩 所 ==飯田地区(翌３：００頃)==松本地区(翌５：００0頃)＝＝ ＝( PA 3ｹ )＝

★注意事項・支払方法・取消料などの約款はオリジナルのコース表・条件書によります。

旅行企画・実施：トラビスジャパン株式会社
観光庁長官登録旅行業 第１８４１号 総合旅行業務取扱主任者 吉沢 博文

ツアーセンター〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8295-5 TEL:0265-71-3800 FAX:0265-70-9588
高森店：〒399-3102高森町吉田2315-1 TEL:0265-34-2822 長野店：〒381-0101長野市若穂綿内363-2 TEL:026-217-4111



松本山雅ＦＣオフィシャルツアー


片山ホームタウン担当と行くことになりました！ホテル追加しました！
Ｊリーグ Ｐｉｋａｒａスタジアム カマタマーレ讃岐戦 １泊２日ツアー

栗林公園・高松城と徳島城本場の阿波踊りを体験！


雨天決行★出発日 Ｈ３０年８月１１日（土・祝）

２名１室料金・大小同額）★旅行代金 サンシャイン高松ホテル （２８，９００円税込
２名１室料金・大小同額）ホテルNO.1高松 （２９，９００円税込
１名１室料金・大小同額）ホテルNO.1高松 （３０，４００円税込

名１室料金・大小同額）高松東急REIホテル （２３２，９００円税込
。＊このツアーの収益金の一部が松本山雅ＦＣに還元されます

★最少催行人員：３５名 （東信地区・北信地区の募集はありません）
★旅行代金に含まれるもの：バス代金や駐車料金などの交通費、栗林公園・玉藻公園・徳島城博物館の入場料・
ホテル宿泊料金（朝食１回付き）

★旅行代金に含まれないもの：観戦券・食事飲物代金・懇親会代金・その他個人的性質の代金
★８／１２～１５が徳島の阿波踊り期間となります。踊りは１８：００～２２：３０の間行われますが、帰宅時
間の関係もあるので２１：００に現地を出発します。踊り会場へは吉野川河川敷駐車場からのシャトルバス
（２０分・１００円個人負担）移動となります。大変な人出と混雑が予想されますので御注意願います。例年
７月にはコンビニ・ネットで有料演舞場のチケットが発売されるので、ご希望の方はご自身でお買い求めくだ

無くても見学できます。お祭りの渋滞や規制により時間通りにならない場合もありますさい。もちろんチケットが
のでご了承ください。お土産は２日目の昼食ＳＡでお買い求めください。

★安曇野IC・松本IC西・塩尻北IC・岡谷IC・伊北IC・駒ヶ根IC・松川IC・飯田ICのトラビスジャパン駐車場は２日間
で６００円で利用でき、駐車券が必要となります。ネット申込は駐車場を予約するとメールで駐車券が返信され
るので印刷してダッシュボード上に置いて下さい。電話申込は駐車券を郵送致します。

★ホテル：ホテルNO.1高松TEL：087-812-2222 ビジネスホテル・サンシャイン高松TEL：087-837-6161
高松東急REIホテルTEL：087-821-0109

★恒例によりホテル到着後に希望者による懇親会を行います。希望者はネット予約では備考欄に記載いただくかお電
費用は飲物込みで4000～5000円程度を予定しています。話をお願い致します。費用はワリカンとさせて頂きます。

★お盆休みで渋滞が予想されるために早めの出発にしてあります。渋滞がない場合は早めの到着となり、また渋滞が
予想以上の場合は下記時刻より遅れる場合もございます。

乗車場所・出発時刻・旅程コース
4:05 4:20 4:30 4:40 4:45 5:00 5:05 5:15 5:30 6:00 6:15①

＝ ＝ ＝ PA＝ ＝ PA＝ ＝＝ ＝ ｹ ＝ ＝ ＝＝ ＝＝安曇野IC 松本ＩＣ西 塩尻北ＩＣ みどり湖 岡谷IC 辰野 伊北IC 伊那IC 駒 根IC 松川IC 飯田IC(駒ヶ岳SAﾄｲﾚ休憩)

着 頃 頃 頃15:00 18:00 ～ 20:00 20:15 21:00ｷｯｸｵﾌ 頃出発

Ｐｉｋａｒａスタジアム カマタマーレ讃岐 ＶＳ 松本山雅ＦＣ ホテル＝（ ＝ ＝休憩：恵那峡SＳＡ・多賀ＳＡ･西宮名塩ＳＡ・津田の松原ＳＡ昼食６０分）

頃 頃 頃 頃 頃 頃 頃② 10:00 10:10 ～11:10 11:15 ～12:00 12:40 ～13:40

＝＝ ＝＝ ＝＝ ＝朝食・ホテル 400年の歴史の大名庭園・栗林公園 高松城跡・玉藻公園 高松自動車道・津田の松原SA自由昼食
頃 頃 頃 頃14:20 ～15:50 16:00 21:00踊り開始18:00

徳島城博物館・徳島城跡 駐車場 今日から開始！４００年の伝統芸能本場の阿波踊り 駐車場＝＝ ＝ ＝シャトルバス＝ ＝シャトルバス＝

途中 休憩 所 ==飯田地区(翌３：００頃)==松本地区(翌５：００0頃)＝＝ ＝( PA 3ｹ )＝

★支払方法
○ＷＥＢ申込の場合：申込記入画面にてクレジットカード払いかコンビニ払いかを入力して申込をして下さい。コンビニ払いの場合は申
込後３日以内がお支払期限であり、期限を過ぎますと自動キャンセルとなります。カード払いでは自動キャンセルはありません。
○電話申込の場合：この案内書が届いてから に、ご来店・ローソン・銀行振込・郵便振込・現金書留にてお 支払下さい。【３日以内】
３日以内にお支払いにならなくても自動キャンセルにはなりません。予約の取り消しされる場合は必ずご連絡をお願いいたします。ご連
絡無き場合にはキャンセル料の対象になりますので、ご注意下さい。

※日帰り旅行は全額一括にてお支払い下さい。(振込手数料はお客様ご負担でお願いいたします)
※ＡＴＭ機にてお振込の方は「確認書兼請求書」に記載してある「ご予約番号」をお名前の前に必ず入力して下さい。
※「お振込お名義」と「お申込の代表者のお名前」が違う場合はご入金の確認ができませんので必ずご連絡下さい。

★乗車券や最終日程表などの送付はありません。
★車内は禁煙・カラオケは行いません。ゴミは各自お持ちいただくか、停車の際にお片付け下さい。
★添乗員・ガイドは同行いたしませんが、バスの乗務員が皆様のお世話をさせていただきます。
★お座席はお申込順の指定席となります。但し、奇数人申込はそうなりませんのでご了承下さい。

1 ､ ｡( ｡)奇数人の申込の場合は 名の席が離れるか 最後部席になる場合が有ることをご了承してお申し込み下さい これを避けたい場合はもう一人分の旅行代金をお支払いいただき隣の席を買い取ることができます
★取消料金：２０日前～:２０％ ７日前～:３０％ 前日:４０％ 当日:５０％ 無連絡不参加:１００％

(出発日の変更・ツアーの変更・減員変更も取り消し料が必要です)
★その他は弊社の約款に依ります。

旅行企画・実施：トラビスジャパン株式会社
観光庁長官登録旅行業 第１８４１号 総合旅行業務取扱主任者 吉沢 博文

ツアーセンター〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8295-5 TEL:0265-71-3800 FAX:0265-70-9588
高森店：〒399-3102高森町吉田2315-1 TEL:0265-34-2822 長野店：〒381-0101長野市若穂綿内363-2 TEL:026-217-4111


