
2018.3月▶11月

四国遍路・光明の旅
徳島駅前

☎ 0883-79-3544

http://www.komyo-travel.co.jp/

◉四国３６不動霊場巡り 98,000円

◉四国別格２０霊場巡り 88,000円

バスで行く

高野山宿坊一泊

高野山

1     ,000円８８

添乗員・先達同行

お一人様も歓迎

前泊付きの

11泊11日!!

こうみょうくん

発着

四国８８ヶ所全周
と

巡

り

光明トラベル 検索



行 程 宿泊施設 食事

10
日

1８時までにチェックインして頂きます。（夕朝食付きです。） 阿波観光ホテル 夕

11
日

宿(7:20)―(1)霊山寺―(2)極楽寺―(3)金泉寺―(4)大日寺―(5)地蔵寺―(6)安楽寺―昼食―
(8)熊谷寺―(9)法輪寺―(10)切幡寺(タクシー)―(11)藤井寺―(16)観音寺―(15)国分寺―
(7)十楽寺・宿(18:00頃)

十楽寺宿坊光明会館 朝・昼・夕

12
日

宿(7:20)―(17)井戸寺―(14)常楽寺―(13)大日寺―(12)焼山寺(マイクロバス)―昼食―(18)恩山寺
―(19)立江寺―(20)鶴林寺―(21)太龍寺(ロープウェイ)―宿(17:30頃) 道の宿そわか 朝・昼・夕

13
日

宿(7:20)―(22)平等寺―(23)薬王寺―(24)最御崎寺―昼食―(25)津照寺―(26)金剛頂寺―
(27)神峯寺(タクシー)―(28)大日寺―宿(17:30頃)

高知黒潮ホテル

11月は
旅館かとり

朝・昼・夕

14
日

宿(7:20)―(29)国分寺―(30)善楽寺―(31)竹林寺―(32)禅師峰寺―(33)雪蹊寺―(34)種間寺―
昼食―(36)青龍寺―(35)清瀧寺(タクシー)―(37)岩本寺―宿(17:30頃)

新ロイヤルホテル四万十

3月は
中村第一ホテル

朝・昼・夕

15
日

宿(7:20)―(38)金剛福寺―(39)延光寺―(40)観自在寺―昼食―(42)仏木寺― (41)龍光寺―
(43)明石寺―宿(18:00頃)

民宿旅館長珍屋

6月は
道後温泉ホテルルナパーク

朝・昼・夕

16
日

宿(7:20)―(46)浄瑠璃寺―(47)八坂寺―(44)大宝寺―(45)岩屋寺―昼食―(48)西林寺―
(49)浄土寺―(50)繁多寺―(51)石手寺―(52)太山寺―(53)円明寺―宿(18:00頃)

道後温泉ホテルルナパーク

6月は
国民宿舎古岩屋荘

朝・昼・夕

17
日

宿(7:20)―(54)延命寺―(55)南光坊―(56)泰山寺―(57)栄福寺―(58)仙遊寺―昼食―
(59)国分寺―(61)香園寺―(62)宝寿寺―(63)吉祥寺―(64)前神寺―(60)横峰寺(マイクロバス)―
宿(17:30頃)

京屋旅館支店 朝・昼・夕

18
日

宿(7:20)―(65)三角寺―(66)雲辺寺(ロープウェイ)―(67)大興寺―(70)本山寺―昼食―
(68)神恵院・(69)観音寺―(71)弥谷寺(山上バス)―(72)曼荼羅寺―(73)出釈迦寺―(74)甲山寺―
(75)善通寺・宿(17:30頃)

善通寺宿坊いろは会館 朝・昼・夕

19
日

宿(7:20)―(76)金倉寺―(77)道隆寺―(78)郷照寺―(79)天皇寺―(80)国分寺―昼食―(83)一宮寺
―(82)根香寺―(81)白峯寺―(84)屋島寺―宿(17:30頃) 庵治観光ホテル 朝・昼・夕

20
日

宿(7:20)―(85)八栗寺(ケーブルカー)―(86)志度寺―(87)長尾寺―(88)大窪寺・昼食―徳島港
―(フェリー)―和歌山港―高野山・宿(18:00頃) 高野山宿坊密厳院 朝・昼・夕

21
日

宿(8:00)―苅萱堂―奥之院―金剛峯寺―壇上伽藍―霊宝館―昼食―高野山駅(12:50頃)―
りんくうタウン駅(14:30頃)―三宮駅(15:40頃)―徳島空港(17:30頃)―徳島駅(18:00頃) 朝・昼

●大窪寺を参って徳島で帰られる方は、高野山の宿泊代、昼食代、高野山でのお参りの費用（拝観料等）は旅行代金から引かせていただきます。●10日
の夜から21日昼までの宿泊代、昼食代、ロープウェイ、ケーブルカー、タクシー、中継バスの料金は全て旅行代金に含まれています。●予定の行程を変更
する場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

〇３月10日(土)～３月21日(水) 〇４月10日(火)～４月21日(土)〇５月10日(木)～５月21日(月)

〇６月10日(日)～６月21日(木) 〇９月10日(月)～９月21日(金)〇10月10日(水)～10月21日(日)

〇11月10日(土)～11月21日(水) ※毎回10日が集合日です。

旅行代金

(おひとり様)

2018年 日程

●岩屋寺穴禅定

1８８,０００円

●紀伊水道クルージング●昔ながらの遍路宿

(前泊付き)

四国八十八ヶ所全周と高野山巡り

～１番霊山寺から８８番大窪寺、高野山まで～

※男女別相部屋

●高野山御練り

45番岩屋寺の穴禅定では、洞窟に

入り、ご先祖様のご供養ができます。

遍路宿の”京屋旅館支店”に宿泊

します。ご自慢のお風呂とお料理を

お楽しみください。

徳島から和歌山まではフェリーで移

動します。2時間のクルージングをお

楽しみください。（帰路は陸走となり

ます。）

毎月21日は「お大師様の日」とされ、

奥之院では「御練り」が行われます。

11泊11日



※1.肱川の増水濁流のためにうかい船の出航を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。

食事

食事

●別格二十霊場巡り、三十六不動霊場巡りともに予定の行程を変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

●穴禅定体験

●大洲うかい船での夕食

●念珠玉プレゼント

※男女別相部屋

(前泊付き) （男女別相部屋）

四国別格

二十霊場巡り

４泊４日
88,000円

行 程 宿泊施設 食事

7/10,9/1 1８時までにチェックインして頂きます。（夕朝食付きです。） 阿波観光ホテル 夕

7/11,9/2 宿(7:20)―(1)大山寺(タクシー)―(2)童学寺―昼食―(3)慈眼寺 ―
(4)鯖大師本坊・宿(17:30頃) 鯖大師へんろ会館 朝・昼・夕

7/12,9/3 宿(7:30)―(5)大善寺―昼食―(6)龍光院―(7)出石寺―宿(17:30頃) ホテルオータ 朝・昼・夕

7/13,9/4 宿(7:30)―(8)十夜ヶ橋―(9)文殊院―(10)西山興隆寺―(11)生木地蔵―昼食―(12)延命寺
―(13)仙龍寺―(14)椿堂―宿(17:30頃) あわの抄 朝・昼・夕

7/14,9/5 宿(7:30)―(15)箸蔵寺(ロープウェイ)―(16)萩原寺―(17)神野寺―昼食―(18)海岸寺―
(19)香西寺―(20)大瀧寺―徳島駅(18:40頃) 朝・昼

3番慈眼寺では、洞窟内の

狭い穴を通り抜けていく修行

を体験できます。

〇７月10日(火)～７月14日(土)

〇９月１日(土)～９月５日(水)

※7/10,9/1が集合日です。

2018年 日程

別格霊場会開創50周年

穴禅定体験

うかい船での夕食※1

3泊目の夕食は、大洲肱川

のうかいを見ながら船上での

ご夕食をご堪能ください。※1

各お寺の念珠玉をプレゼン

トいたします。

(写真は男性用で、仕立てた

物です。)

行 程 宿泊施設 食事

8/20 1８時までにチェックインして頂きます。（夕朝食付きです。） 阿波観光ホテル 夕

8/21 宿(7:20)―(1)大山寺―(2)明王院―(9)明王院―(3)最明寺―昼食― (8)長善寺―(7)加茂不動院―
(4)箸蔵寺(ロープウェイ)―(6)不動院―(5)密厳寺―宿(17:30頃)

密厳寺境内

阿波池田ユースホステル

朝・昼・夕

8/22 宿(7:40)―(10)東禅寺―(11)童学寺―(12)建治寺― (13)密厳寺―昼食―(14)正光寺―宿(17:30頃) ホテル明星 朝・昼・夕

8/23 宿(7:40)―(15)極楽寺―(16)極楽寺―(17)宗安禅寺―昼食―(18)浄土寺―(19)玉蔵院―
宿(17:30頃) 鈍川温泉ホテル 朝・昼・夕

8/24 宿(7:40)―(20)光林寺―(21)満願寺―(22)興隆寺―(23)極楽寺―昼食―(24)隆徳寺―(25)睍壽院
―(26)仙龍寺―(27)常福寺―(28)萩原寺―宿(17:30頃) かんぽの宿観音寺 朝・昼・夕

8/25 宿(7:40)―(29)不動寺―(30)妙音寺―(31)御盥山不動坊― (35)厄除不動明王院―昼食― 
(32)天福寺―(33)浄土寺―(34)繁昌院―(36)聖代寺―徳島駅(18:30頃) 朝・昼

四国三十六不動

霊場巡り

５泊５日
98,000円

※男女別相部屋

〇８月20日(月)～８月25日(土)

※8/20が集合日です。

2018年 日程

２０１７年にご参加いただいた皆様

※2017年をもちまして、胸飾玉のプレゼントは終了しました。

マイクロバス１台または２台で運行



１．旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（タクシー、ロープウェイ、ケー

ブル、中継バス）、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。

国内旅行傷害保険掛金。

２．旅行代金に含まれないもの

旅行日程に含まれない交通費、宿泊費等の諸費用。追加飲食等の個人的

性質の諸費用。納経料。

３．旅行のお申込み方法

当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記に記載の申込金

を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくと

きに、その一部として繰り入れます。

旅行代金 申込金30,000円未満 全 額30,000円以上 30,000円以上旅行代金まで

５．取消料

お申し込み後、お客様の都合により取消しになる場合、旅行代金に対

しておひとりにつき次表の料率で取消料又は取消料に相当する額の

違約料をいただきます。

契約解除の

日

20日前
～8日前

7日前
～2日前

旅行

開始

日の

前日

旅行

開始

日の

当日

旅行

開始後

又は

無連絡

不参加

取消料率 20％ 30％ 40％ 50％ 100％
６．個人情報の取扱いについて

当社は、旅行の際に提出された申込書に記載された個人情報につい

て、お客様との間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において運送・宿泊機関等の提供するサービ

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

内で使用させていただきます。

（左）田野 義明

・四国八十八ヶ所霊場会

公認大先達

・四国三十六不動霊場会

公認先達

・四国別格二十霊場会

公認先達

（右）田野 光二

・四国八十八ヶ所霊場会

公認先達

・四国別格二十霊場会

公認先達

・総合旅行業務取扱管理者

株式会社 光明トラベル

徳島県知事登録旅行業第2-155号

(一社)全国旅行業協会正会員

〒771-2501 徳島県三好郡東みよし町昼間1158番地12

TEL&FAX: 0883-79-3544

携帯 : 090-3181-9459, 090-7572-6602

E-mail : info@komyo-travel.co.jp

URL    : http://www.komyo-travel.co.jp/

お問い合わせ・お申し込みは

０８８３－７９－３５４４ (受付時間 9:00～18:00)

旅行企画・実施

７．添乗員

各コースとも添乗員が同行します。

４．最少催行人員

各コースとも最少催行人員は８名です。最少催行人員に達しない場合は旅

行を中止いたします。その場合は旅行開始日の前日からさかのぼって13
日目に当たる日より前に通知します。

ご旅行条件 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。

ご 案 内

１．納経(御朱印)について
掛軸 ・・・一ヵ寺あたり500円
納経帳・・・一ヵ寺あたり300円
白衣 ・・・一ヵ寺あたり200円
例：納経帳1冊の場合、89ヶ所(88ヶ所と奥之院)×300円=26,700円
※お預かりする掛軸、納経帳、白衣は、おひとり様各1点までとさせ
ていただきます。

※白衣は御朱印用のもの(御詠歌入り)をご用意ください。無地の白
衣はお受けいたしかねます。

※納経所の混雑により、予定時間内に御朱印が授与いただけない

場合は、後日お送りさせていただく事もございますので、あらかじ

めご了承ください。

２．巡拝用品について

巡拝用品をご購入されるお客様は、申し込み時にご注文ください。

ご集合時に代金と引き換えでお渡しいたします。

取扱巡拝用品

納経軸、納経帳、御影帳、白衣、

輪袈裟、金剛杖、菅笠、ずだ袋、

線香、ろうそく、経本、納札 など

※掛軸の表装もお世話いたします。

３．巡拝の服装について

当ツアーでは、白衣・輪袈裟の着用を

お願いいたします。

４．旅行保険について

「全旅協旅行災害補償制度」に参加者全員加入します。(当社負担)

５．ご集合場所について

徳島駅前の阿波観光ホテルに集合日の18:00までにチェックイン

してください。

賠償額

傷害死亡 2,000万円
入院日額 8,000円
通院日額 5,000円

ご予約方法

※ご不明な点、ご質問、ご要望などございましたら、お気軽にお問合せください。

申込用紙に必要事項をご記入の上、郵送またはFAXにて
ご返送ください。併せて旅行代金全額または、３万円以上

の申込金のお振込みをお願いいたします。

（弊社より入金確認ができましたら、お電話またはメールに

てご連絡いたします。）

お申し込みの流れ

以下の方法で、ご希望のコースと出発日、お名前・ご住

所・お電話番号をお伝えください。

電話,FAX: 0883-79-3544
E-mail: info@komyo-travel.co.jp
Web: http://www.komyo-travel.co.jp/booking/

または「光明トラベル␣予約」で検索

ご予約後、申込み書類一式をお送りいたします。

申込金を引いた残りの残金は、旅行ご出発日の１０日前ま

でに全額お振込みいただきますようお願いいたします。

旅行ご出発日の２日前に、お電話にて最終確認のご連絡を

いたします。

（最少催行人数８名に達しない場合、旅行開始日の前日か

らさかのぼって、１３日目に当たる日より前に催行中止のご

連絡をいたします。）

私たちがご案内します！


