
日次 月日(曜) 地　　名 現地時刻 交通機関 予　　定　　（宿泊地） 食　　事

羽田空港発 8:40

岩国空港着 10:20

レンタカー ＜昼食＞

岩国空港発 11:00 （キャンピングカー） いろり山賊

※柳井市観光 （岩国）

やまぐちフラワーランド

柳井市着 13:30 ⇒白壁の町並み ＜夕食＞

柳井市発 16:30 ⇒茶臼山古墳 道の駅

※閉店18:00

周防大島着 17:30 ※周防大島観光

　島内ドライブ 慶、味彩など

⇒道の駅サザンセトとうわ（町内視察） or

（夕食） ⇒町内飲食店 宿泊場所

⇒小泊　正覚寺

【小泊　正覚寺　泊】

ファミリー6人、随行2人

レンタカー 【小泊　正覚寺　泊】

7:00 （キャンピングカー） お寺体験（30分程度） ＜朝食＞

10:00 （町内視察） ジャムズガーデン

レンタカー＋フェリー 瀬戸内ジャムズガーデン　朝食 ※開店:9:00

（朝食後出発）

周防大島発 11:00 ＜昼食＞

広島着 12:00 ※広島市内観光 お好み村

平和記念公園

お好み村（昼食） ＜夕食＞

広島発 14:00 あなご飯

廿日市（宮島）着 15:30 ※宮島島内　観光

【廿日市市：安芸グランドホテル　泊】
　0829-56-0111

廿日市（宮島）発 7:30 ＜朝食＞

松山市着 12:30 フェリー＋レンタカー
[9:20広島（宇品港）発⇒12:00松山観光
港着]

旅館朝食

徒歩 ※松山市観光 ＜昼食＞

ロプウェー街（昼食）・松山城見学 丸水（宇和島風鯛めし）

カラクリ時計（足湯） ＜夕食＞

道後温泉ハイカラ通り（食べ歩き／人力
車）

旅館夕食

道後温泉本館（入浴／休憩所）

（参考行程）
18:30～ 路面電車 松 山 城 「 光 の お も て な し in 松 山 城

2016」（夜間ライトアップ）

【松山市：ホテル椿館　泊】

　089-945-1000

松山市発 9:00 レンタカー ＜朝食＞
今治市(しまなみ海道)

着
10:30 (ｷｬﾝﾋﾝｸﾞｶｰ） ※しまなみ海道　観光 旅館朝食

（大　島）亀老山展望公園
（大 島）道の駅よしうみいきいき館（潮
流体験／海鮮バーベキュー）

＜昼食＞

海鮮バーベキュー

（大三島）大山祇神社

（大三島）多々羅しまなみ公園（休憩） ＜夕食＞

バーベキュー
今治市(しまなみ海道)

発
[15:50大三島盛港発⇒16:06大久野港着]

大久野島着 15:00 フェリー＋レンタカー

※大久野島　観光

16:20

【大久野島：休暇村大久野島 泊】（予
定）
　0846-26-0321

4 2016/7/11（月）

3 2016/7/10（日）

行　程　表

1 2016/7/8（金）

2 2016/7/9（土）

別紙②



日次 月日(曜) 地　　名 現地時刻 交通機関 予　　定　　（宿泊地） 食　　事

行　程　表別紙②

※大久野島　観光

＜朝食＞

大久野島発 12:00 フェリー＋ [11:40大久野港発⇒11:55忠海港着] バイキング（休暇村）

赤磐市着 15:00 レンタカー 昼食（忠海港）

(ｷｬﾝﾋﾝｸﾞｶｰ） ＜昼食＞

桃茂実苑（桃狩り） 日の出割烹（忠海港）

赤磐市発 16:30 ＜夕食＞

割烹かどや

岡山市着 18:00 【岡山市：ホテルグランヴィア　泊】

　086-234-7000
8:30 レンタカー 岡山後楽園 ＜朝食＞

(ｷｬﾝﾋﾝｸﾞｶｰ） 宿泊場所

＜昼食＞

10:00 夢二郷土美術館 下津井亭

岡山市発 11:00 ＜夕食＞

倉敷市着 12:00 多幸半

13:30 鷲羽山展望台

15:00 児島ジーンズストリート・旧野崎家住宅

18:00 倉敷美観地区（夜間ライトアップ）

【倉敷市：倉敷国際ホテル　泊】

086-422-5141

　

倉敷市発 7:30 レンタカー 【移動：倉敷市→新岡山港】

岡山市発 8:30 (ｷｬﾝﾋﾝｸﾞｶｰ） 【移動：岡山(新岡山港) ＜朝食＞

小豆島町着 9:40 →小豆島(土庄港)：フェリー】 宿泊場所

小豆島 観光

・中山の千枚田 ＜昼食＞

（昼食）こまめ食堂 こまめ食堂
香川県小豆郡小豆島町 中山 1512-2

・二十四の瞳映画村 ＜夕食＞
   香川県小豆郡小豆島町田浦甲９３１ 宿泊場所
・ヤマロク茶屋(しょうゆかけアイスク
リーム)
　 香川県小豆郡小豆島町安田甲1607

小豆島町発 16:30 　※天然もろみ蔵見学

高松市 17:35
【移動：小豆島 (土庄港 )→高松：フェ
リー】

18:00 【移動：高松⇒宿】

【宿泊：喜代美山荘花樹海　泊】（予定）

7:15 レンタカー 【移動：宿⇒栗林公園】

8:00 (ｷｬﾝﾋﾝｸﾞｶｰ） （朝食） ＜朝食＞

・花園亭（朝がゆ） 花園亭（朝がゆ）

香川県高松市栗林町1-20-3 栗林公園内

高松市 観光 ＜昼食＞

・栗林公園散策 手打十段　バカ一代

10:30 ・豆花

　香川県高松市花園町１－９－１３

　※和三盆・練りきり体験(約１時間) ＜夕食＞

宿泊場所

（昼食）手打十段　バカ一代

高松市発 13:30 【移動：高松市⇒琴平町】

琴平町着 14:30 ※琴平町 観光

・こんぴらさん

琴平町発 17:00

まんのう町着 17:30
【キャンプ場：国営讃岐まんのう公園オート
キャンプ場】

0877-79-1717

7 2016/7/14（木）

8 2016/7/15（金）

5 2016/7/12（火）

6 2016/7/13（水）



日次 月日(曜) 地　　名 現地時刻 交通機関 予　　定　　（宿泊地） 食　　事

行　程　表別紙②

9 2016/7/16（土） 三好市着 10:00 レンタカー 奥祖谷観光周遊モノレール ＜朝食＞

(ｷｬﾝﾋﾝｸﾞｶｰ） 宿泊場所

12:30
祖谷 めんめ塾 都築 そば打ち体験・昼
食

＜昼食＞

都築

15:00 かずら橋観光

16:00 ラピス大歩危

17:00 祖谷渓

＜夕食＞

【三好市：ホテルかずら橋　泊】 宿泊場所

0883-87-2171

三好市発 9:30 レンタカー ＜朝食＞

徳島市着 11:40 (ｷｬﾝﾋﾝｸﾞｶｰ） 藍の館（藍染体験） 三好市内

徳島市発 15:00

兵庫県南あわじ市着 16:00

＜昼食＞

中華そばいのたに本店

＜夕食＞

吹上浜キャンプ場 宿泊場所

【南あわじ市：吹上浜キャンプ場　泊】

0799-55-0948
11 2016/7/18（月） 南あわじ市発 7:00 レンタカー ＜朝食＞

姫路市着 9:00 (ｷｬﾝﾋﾝｸﾞｶｰ） 姫路城　見学 宿泊場所

＜昼食＞

めんめ

姫路市発 11:00

京都市着 13:00

京都市発 13:45 新幹線 [ひかり５２４号：京都駅⇒品川駅] ＜夕食＞

品川着 15:56 　－

10 2016/7/17（日）


