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性別 年齢

男・女 歳同行者氏名③

フリガナ 性別 年齢

男・女 歳同行者氏名④

フリガナ

性別 年齢

男・女 歳

●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTB（東京都品川区東品川2-3-11  観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」という）が企
画・実施する旅行であり、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（以下「旅行契約」と
いう）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しするご旅行条件書（全
文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部により
ます。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。
⑵旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
⑶申込金：ご旅行代金全額（50％OFFのお支払額）
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日ま
でに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名な
くして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、
お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載されている金額を取消料として申
し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
⑴各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊

費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
⑵添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
⑶パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
●旅行代金に含まれないもの
上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。
⑴超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。
⑵空港施設使用料等（パンフレット等に明示した場合を除きます）。
⑶クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
⑷ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。
⑸運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）。
⑹自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別
紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、
生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払い
ます。
死亡補償金：1,500万円　入院見舞金：2～20万円　通院見舞金：1～5万円
携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品１個又は1対あたり10万円を限度とします。）
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行
代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、
通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
⑴通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成

立するものとします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
⑵与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約

を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金
による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
●国内旅行保険への加入について
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、
加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、
死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。
詳細については、お問合せください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提
供機関、又は、お申込個所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくな
り次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連

絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサー
ビスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険
の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲
内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土
産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電
磁的方法等で送付することにより提供いたします。

⑵当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情
報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があ
ると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店
に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照くださ
い。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。

　株式会社JTB お客様相談室　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11
　https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2021年12月1日を基準としています。又、旅行代金は2021年12月1日現在の有効な運賃・
規則を基準として算出しています。

〈旅行条件（要約）〉必ずお読みください　お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込ください。

～旅して応援～ あそぼうよ！青梅  日帰り・宿泊キャンペーン　参加申込書

下記申込書に必要事項を記入してFAXで送信してください！

例：旅行代金30,000円の場合、

　　お支払額は15,000円となります。

※裏面の「旅行代金」は全て50%OFF後の代金となります。

　取消料の算定基準も50%OFF後の金額が適用されます。

※補助金を利用した割引となります。

旅行代金50%OFF

①青梅市民（在住者）は令和4年1月5日（水）から先行優先販売開始

②青梅市民以外は令和4年1月21日（金）から販売開始

テーマ毎に魅力的な体験により
五感で感じるツアー
藍染、利き酒、トマト狩り、渓流釣り、
多摩木材ベンチづくり、座禅、朝拝等

1. 21日目にあたる日以前の解除

2. 20日目にあたる日以降の解除
（3～6を除く）

3. 7日目にあたる日以降の解除
（4～6を除く）

4. 旅行開始日の前日の解除

5. 当日の解除（6を除く）

6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加

4. 旅行開始日の前日の解除

5. 当日の解除（6を除く）

6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料（お1人様）

無　料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

1泊2日ツアー　契約解除の日

1. 11日目にあたる日以前の解除

2. 10日目にあたる日以降の解除
（3～6を除く）

3. 7日目にあたる日以降の解除
（4～6を除く）

日帰りツアー　契約解除の日

旅行開始日の
前日から
起算して

さかのぼって

フリガナ 性　別 年　齢

電話

FAX

男性 ・ 女性

（　　　　   ）　　　　  －

（　　　　   ）　　　　  －

歳お名前

ご希望の
ツアー

コース名①

コース名①

Aコース

日帰りツアー

1泊ツアー

オンラインツアー

〈記入例〉Aコース「青梅女子旅ツアー」出発日：①2/5（土）の場合

※コース名、出発日番号は、裏面の各コースを
　ご参照ください。

➡2コースお申込みの場合、ご記入ください。後日専用ページでツアー詳細を発表します。

出発日①

出発日①

①

コース名② 出発日②

ご住所

〒　　　　　－

同行者氏名①

フリガナ

※ご同行者がある場合は全員のお名前をお書きください。5名様以上の場合は、備考欄にご記入ください。

※最新の情報はWEBサイトでの掲載となります。WEBサイトに記載の内容に同意いただいた上で、最終的な説明書面を手交（同意）し、契約が成立となります。

性別 年齢

男・女 歳同行者氏名②

フリガナ

備考

ご記入日：　　　　年　　　月　　　日

■主　　催：青梅市

■協　　力：青梅市観光協会、青梅商工会議所

■旅行企画・実施：株式会社JTB
観光庁長官登録旅行業第64号

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

東京都品川区東品川2-3-11 〒140-8602

■お問い合わせ・お申込は：

株式会社JTB 東京多摩支店
〒190-0023  立川市柴崎町2-12-24 MK立川南ビル3階

TEL：042-521-5552　FAX：042-521-5558

営業時間：月～金／9:30～17:30（土・日・祝日休業）

総合旅行業務取扱管理者：坂本 達也　　担当：黒河内、渡辺

本ツアーの手配及びお客様との連絡等のために必要な範囲内での運送・本ツアーで提携の団体・企業への個人情報の提供について同意の上、以下のツアーに申し込みます。

FAX送信の際は、個人情報保護の観点から、番号の押し間違いにご注意いただき、FAX送信後は、着信の確認電話をお願い申し上げます。（確認問合せ先 TEL：042-521-5552）

FAX送信先：042-521-5558（担当：黒河内、渡辺）
株式会社JTB
東京多摩支店 宛 先行優先販売期間

①FAX申込：裏面の参加申込書にご記入いただき送信ください

②WEB申込：

https://www.jtbbwt.com/files/user/stores/j3386-0/
ometabicampaign/index.html

お申込方法
URL

募集人員・最少催行人員：裏面ツアー詳細をご参照ください

利用バス会社：ニュー東和観光、プリンシプル自動車、東都観光バスのいずれか

申込締切：各出発日の18日前迄　　食事条件：裏面ツアー詳細をご参照ください

添 乗 員：全日程同行いたします

募集要項（全コース共通）

割引

例：お支払額15,000円の場合、3,000円分クーポン券

    青梅市取扱店（飲食店・土産品店・体験施設等）で
使える「特産品クーポン券」をお支払額の

20%相当額

特典

＋

ツアーの4大ポイント

Point

1

全コース現地ご案内付きで
記憶に残るツアー
御岳山ビジターセンター、武蔵御嶽神社、吉野梅郷、
ホットマン、小澤酒造等

Point

2

全コース安心の添乗員付き！
Point

3
「特産品クーポン券」付
お支払額の20%相当額
例：お支払額15,000円の場合、3,000円分クーポン券

Point

4

下記の割引および特典が適用されます。

～旅して応援～

あそぼうよ！
青梅

日帰り・宿泊
キャンペーン

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明に

ご不明な点があればご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

コロナ禍の観光事業者を旅して応援しよう！



昭和レトロ商品博物館（イメージ）

塩船観音寺（イメージ）

【2名1室利用】

20,000円（特産品クーポン券4,000円分進呈）

【1名1室利用】

20,500円（特産品クーポン券4,500円分進呈）

おとなおひとり ※こどもはおとなと同額旅行代金

旅行期間

20名様募集人員

青梅市 かんぽの宿 青梅
〈和室〉

宿泊施設

13名様最少催行人員

朝食1回、昼食2回
夕食1回

食事条件

①2/24（木）～2/25（金）  ②3/5（土）～3/6（日）
③3/12（土）～3/13（日）

【2名1室利用・3名1室利用】

22,500円（特産品クーポン券4,500円分進呈）

おとなおひとり ※こどもはおとなと同額旅行代金

【2名1室利用】

12,500円（特産品クーポン券2,500円分進呈）

【1名1室利用】

14,000円（特産品クーポン券3,000円分進呈）

おとなおひとり ※こどもはおとなと同額旅行代金

旅行期間

16名様募集人員 12名様最少催行人員

朝食1回
昼食2回
夕食1回

食事条件

①3/12（土）～3/13（日）

青梅の歴史と文化を体感する、

大人の遠足

E
コース

玉堂美術館（イメージ） 櫛かんざし美術館（イメージ）

出 発 日

25名様募集人員

1日間旅行期間

12名様最少催行人員

昼食1回（4名掛相席となります）食事条件

20名様募集人員

13名様最少催行人員

昼食1回食事条件

①2/5（土）    ②2/11（金）  ③2/12（土）
④2/19（土）  ⑤2/26（土）  ⑥3/5（土）
⑦3/12（土）  ⑧3/19（土）

出 発 日 ①2/23（水）  ②2/26（土）  ③3/3（木） 
④3/6（日）    ⑤3/9（水）    ⑥3/12（土）
⑦3/16（水）

A
コース 青梅女子旅ツアー

御嶽駅 …………… ◎ガラス体験（青梅市御岳交流センター） 11111

1 Rose Town Tea Garden（昼食） 1111 ◎シネマネコ（映画鑑賞）　＊鑑賞後、現地解散

るりいろ工房監修による「ガラス体験」をお楽しみください

〔上映作品〕2月（出発日①～⑤）：ローマの休日／3月（出発日⑥～⑧）：未定本場のアフタヌーンティ一を満喫ください

10:20 12:45

13:00 15:00

10:15

15:15 18:00

JR御嶽駅集合　午前10時10分

6,000円（特産品クーポン券1,500円分進呈）

おとなおひとり ※こどもはおとなと同額旅行代金

【2名1室利用・3名1室利用】

22,500円（特産品クーポン券4,500円分進呈）

おとなおひとり ※こどもはおとなと同額旅行代金

1日間旅行期間

7,500円（特産品クーポン券1,500円分進呈）

おとなおひとり ※こどもはおとなと同額旅行代金

20名様募集人員

16名様最少催行人員

昼食1回食事条件

出 発 日 ①2/26（土）  ②2/27（日）  ③3/5（土） 
④3/6（日）    ⑤3/12（土）  ⑥3/13（日）
⑦3/19（土）  ⑧3/20（日）

1日間旅行期間

6,000円（特産品クーポン券1,500円分進呈）

おとなおひとり ※こどもはおとなと同額旅行代金

24名様募集人員 15名様最少催行人員

昼食1回食事条件

出 発 日 ①2/3（木）    ②2/8（火）    ③2/10（木）
④2/15（火）  ⑤2/17（木）  ⑥2/22（火）
⑦3/1（火）    ⑧3/3（木）    ⑨3/8（火）
⑩3/10（木）  ⑪3/15（火）  ⑫3/17（木）

1日間旅行期間

5,000円（特産品クーポン券1,000円分進呈）

おとなおひとり ※こどもはおとなと同額旅行代金

行  程

これを見ればあなたも御岳山の達人

御岳オンラインツアー

1　2日ツアー

オンラインツアー 企画予定

青梅駅 111111111 ◎フィールドワーク・丸太でものづくり（中島林業） 11111 

11111 儘多屋（泊）

1

2

中島林業工場にて林業勉強会後、中島林業の森をみる、木の伐採を見学
ベンチづくりなどをしていただきます。 ※汚れても良い服が必要
フィールドワーク後にお弁当のご昼食

10:00 15:309:30

儘多屋発 11111 ◎座禅体験（常福寺） 111111 うどん多喜山館（昼食） ………… 

…… ◎農園体験（東京繁昌農園） 11111 ○塩船観音寺 11111 青梅駅到着・解散

かつて、尼寺だった古刹。
副住職油井氏による説教と座禅体験

伝統野菜をオーガニック栽培する農園
※長靴、汚れても良い服が必要

樹齢千年を越えた杉木立に囲まれた
｢花と歴史の寺」。国の重要文化財もある。

老舗旅館がうどん多喜山館へと鞍替え
田舎うどんをお楽しみ頂きます。

9:40 11:40 11:50 12:509:30

13:00 14:00 14:20 15:10 15:30

青梅駅 111111 ◎座禅体験（常福寺） 111111 うどん多喜山館（昼食） ………… 

… ◎農園体験（東京繁昌農園） 1111 ○塩船観音寺 111111 儘多屋（泊）

かつて、尼寺だった古刹。
副住職油井氏による説教と座禅体験

伝統野菜をオーガニック栽培する農園
※長靴、汚れても良い服が必要

樹齢千年を越えた杉木立に囲まれた
｢花と歴史の寺」。国の重要文化財もある。

明治16年創業の歴史を刻んだ
雰囲気を楽しんで頂く老舗旅館

老舗旅館がうどん多喜山館へと鞍替え
田舎うどんをお楽しみ頂きます。

9:50 11:509:30 12:00 13:00

13:10 14:10 14:30 15:10 15:30

明治16年創業の歴史を刻んだ雰囲気を楽しんで頂く老舗旅館

16:00

儘多屋発 11111111 ◎フィールドワーク・丸太でものづくり（中島林業） 11111 

111 青梅駅到着・解散

中島林業工場にて林業勉強会後、中島林業の森をみる、木の伐採を見学
ベンチづくりなどをしていただきます。 ※汚れても良い服が必要
フィールドワーク後にお弁当のご昼食

10:00 15:309:30

16:00

B
コース Ome Blue再発見ツアー

青梅駅 11 ◎藍染体験（藍染工房壺草苑） 11 ◎小澤酒造酒蔵見学 …… ままごと屋（昼食） 1 

1 吉野梅郷（散策・◎吉川英治記念館・◎紅梅苑にてお茶体験＋お菓子、お買い物）  111 青梅駅

オーガニック藍染体験で
自分だけの１点ものハンカチ作り

清酒・澤乃井直営の料亭での
自家製豆腐ゆば料理

令和2年9月にリニューアルオープンした吉川英治の聖地

8:55 11:25 11:50 12:35 12:40 14:108:45

14:20 16:30 16:45

JR青梅駅集合　午前8時30分行  程
吉川英治記念館（イメージ） ままごと屋 花コース（イメージ）

Rose Town Tea Garden（イメージ） シネマネコ（イメージ）

奥多摩フィッシングセンター（イメージ）

C
コース 家族で行く！！青梅もぎもぎ体験ツアー

青梅駅 11111 ◎渓流釣り体験（奥多摩フィッシングセンター） 1111

1111 ◎藍染体験（藍染工房壺草苑） 111111 ◎青梅トマトガーデン 111111 青梅駅
オーガニック藍染体験で自分だけの１点ものハンカチ作り

 ＊釣った魚焼き体験  ＊昼食（お弁当）

＊ミニトマト狩り パック詰め体験

日本画壇の巨匠・川合玉堂作品を展示

青梅が誇る純日本製タオルブランド ＊ミニトマト狩り パック詰め体験

江戸から昭和に至る四千点のコレクション

9:55 12:35

13:00 15:00

9:30

15:20 16:20 16:40

JR青梅駅集合　午前9時20分行  程

映像を通じて御岳山の魅力をご紹介します。

詳細は決定次第ご案内いたします。

※取消料の規定が、裏面旅行条件書に記載の内容と異なります。

　必ずWEBでのお申込前に利用規約をご確認ください。

Coming
Soon!

D
コース OME History & Culture Tour

河辺駅 11111 ◎玉堂美術館 11111 ◎澤乃井櫛かんざし美術館・小澤酒造酒蔵見学 1 

11111 青梅市（昼食／食事処 寿々喜家・うどん多喜山館・ままごと屋のいずれか） 1111

111 ○ホットマン（工場見学・お買い物） 11111 ◎青梅トマトガーデン 11111 河辺駅

10:30 11:05 11:10 12:4010:00

13:00

15:50 16:40 16:55

14:00

14:10 15:30

JR河辺駅集合　午前9時50分行  程

JR青梅駅集合　午前9時20分

※このパンフレットに記載の情報は2021年12月1日現在のものです。

行  程

旅行期間

16名様募集人員

岩蔵温泉 儘多屋〈和室または和洋室または
洋室（ツイン） 2名又は3名1室利用〉

宿泊施設

岩蔵温泉 儘多屋〈和室または和洋室または
洋室（ツイン） 2名又は3名1室利用〉

宿泊施設

12名様最少催行人員

朝食1回
昼食2回
夕食1回

食事条件

①3/5（土）～3/6（日）  ②3/6（日）～3/7（月）

F-1
コース

～青梅の非日常体験～ 大自然に触れ、心を整える2日間の旅

日帰りバスツアー ※記載の旅行代金は、補助金を利用した50%OFF後の代金となります。 ※記載の旅行代金は、補助金を利用した50%OFF後の代金となります。

青梅トマトガーデン（イメージ）

ご宿泊：岩蔵温泉 儘多屋

1

2

御岳山散策（イメージ）

御岳登山鉄道 御岳山駅集合  午後1時20分 ※御岳山山頂の集合となります。時間に余裕をもってご集合ください。行  程

旅行期間

20名様募集人員

御岳山 宿坊〈和室〉
注1）宿坊一覧のうちより

いずれか

宿泊施設

11名様最少催行人員

朝食1回、昼食0回、
夕食1回

食事条件

①3/5（土）～3/6（日）  ②3/12（土）～3/13（日）
③3/19（土）～3/20（日）

G
コース

霊峰『御岳山』の自然の守り人に出会う！ 御岳山ネイチャー体験ツアー 

1

2

JR青梅駅集合　午前9時20分行  程

F-2
コース

～青梅の非日常体験～ 大自然に触れ、心を整える2日間の旅

ご宿泊：岩蔵温泉 儘多屋

御岳山駅 ……………………………… フィールドワーク① …………………………………  

… 宿坊チェックイン ……………… フィールドワーク② ……………… 宿坊（泊）

ムササビ観察：ガイド共にムササビが暮らす森を痕跡を探しながら御岳山を散策。

14:00 16:0013:30

宿坊 ……… ◎武蔵御嶽神社（朝拝） ………… 宿坊にて朝食 ………… 宿坊 …………… 

………… フィールドワーク③　御岳山ビジターセンターにてクラフト体験終了後、解散
クラフト体験①動物痕跡ストラップ
・野生動物の痕跡（食べ痕や足跡）のスタンプを使ってオリジナルストラップ
クラフト体験②ご神木ストラップ
・武蔵御嶽神社のご神木を使った御岳山ならではのストラップ

6:30 7:00 8:00 8:30

12:00

10:00

お寺や神社の宿泊施設 ムササビは日没30分後に活発に動き出すため、
日中探した痕跡を基に夜行性のムササビを探します。

16:30 17:00 18:00 18:15

ご宿泊：御岳山 宿坊

1

2

JR河辺駅集合　午前10時00分行  程

H
コース

ザ・おうめツアー

ご宿泊：青梅市 かんぽの宿青梅

10:15 10:30

14:15 16:20 16:30

11:15 11:30 13:00 14:00

かんぽの宿青梅 1111 滝本駅 33333333 御岳山駅  着後、御岳山徒歩観光 … 

… 御岳エリア（昼食／富士峰軒・紅葉屋・駒鳥売店のいずれか） … 御岳山駅 333333

3333 滝本駅 1111 ◎小澤酒造（酒蔵見学・お買い物） 1111 青梅駅

（住吉神社・レトロな街並等）

（武蔵御嶽神社等）

8:30 9:00

14:4514:30 15:40 16:00

御岳登山鉄道

〈ケーブルカー〉

御岳登山鉄道

〈ケーブルカー〉

河辺駅 11 ○塩船観音寺（参拝） 11 ○青梅駅周辺散策 11 青梅市（昼食／　　　　　　　    ）

1 吉野梅郷（散策・◎吉川英治記念館・◎紅梅苑にてお茶体験＋お菓子、お買い物） 1 ホテル（泊）

※○印は下車観光、◎は入場観光します。〈記入例〉バス 111、ケーブルカー 333、徒歩 ………　　※1泊2日コース（F-1・F-2・G・H）の相部屋の設定はございません。

（注1） Ｇコースで利用予定の宿坊一覧

●静山荘　　　●丸山荘　　　●うつぼや荘　　●片柳荘

●登奈利荘　　●高名荘　　　●嶺雲荘　　　　●秋山荘

●藤本荘　　　●原島荘　　　●能保利　　　　●憩山荘

●御岳山荘　　●駒鳥山荘　　●南山荘　　　　●山楽荘

●町久保田　　●蔵屋　　　　●麻知家　　　　●山香荘

●東馬場　　　●宝寿閣　　 のいずれかに宿泊いただきます。

青梅女子に知ってもらいたい、魅力的な体験を盛り込んだツアー。

写真映え、可愛らしい食事、建物を一日で回る女子旅。

（男性の参加も可能です）

青梅の大自然に触れ、日常を離れて無邪気になれる、

みんなで楽しむ『青梅の春休み』

歴史ある青梅をガイドと共に巡り、

魅力を再発見してもらう青梅市民向けツアー

青梅の魅力を体験と食で楽しむ

アクティブな青梅観光ツアー

青梅の大自然に触れ、日常を離れて無邪気になれる、

みんなで楽しむ『青梅の春休み』

自然豊かな御岳山で ムササビ、冬鳥（ウソ、ジョウビダキ、カシラダカ）を探し、

心も体も豊かになる素敵なひとときをお愉しみいただけるツアー

梅の開花シーズンの吉野梅郷、御岳山の豊かな自然、魅力ある歴史・文化が息づく街並み、青梅の見どころを網羅した王道ツアー

食事処 寿々喜家・
うどん多喜山館・
ままごと屋のいずれか

塩船観音寺（イメージ）


