
13 このマークのオプションは旅行プランとご一緒に、ご旅行出発までにお買い求めください。　※記載の各コース・料金は2020年2月1日現在の運行コース・料金です。予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

くるっと四国を満喫!くるっと四国を満喫!高 知 徳 島
香 川愛 媛

香 川

NEWレオマワールド

小豆島 空と海と光のクーポン
映画「八日目の蝉」のロケ地にもなった小豆島の
有名地をぐるっと一回りするのにお得なクーポンです！

予不 C券3600671-003
（グループに1枚）（引換要）いずれかの施設窓口で引換

手0OP

取消料なし

組売
可 α発券不可

※写真は全てイメージです。
　写真提供：四国ツーリズム創造機構

＜宿泊特典＞小豆島手延べそうめんプレゼント
●リゾートホテルオリビアン小豆島　●小豆島国際ホテル
●ベイリゾートホテル小豆島　　　●グランドホテル水明
●ホテルグリーンプラザ小豆島

寒霞渓ロープウェイ★
200万年の歳月が創り出した奇岩
怪石の中をいくロープウェイからの
眺めは絶景です!
■往復ロープウェイ料金が含まれる
■営業時間（年中無休）8：30～17：00
　 ※季節により営業時間の変更あり
　   毎時12分間隔で運行 

二十四の瞳映画村（岬の分教場）
小説「二十四の瞳」の舞台となり、ロケ
セットとして一躍有名になった場所
です。
■岬の分教場とのセット券が含まれる
■営業時間（年中無休）9：00～17：00
※「キネマの庵」「壺井栄文学館」
　「ギャラリー松竹座映画館」も
　利用できます。

小豆島大観音
別名しあわせ観音と呼ばれ親しまれ
ている小豆島大観音仏歯寺。最上階
からは島の風景や瀬戸内海を見渡す
ことができます。
■入館料が含まれる
■営業時間（年中無休）8:00～17：00

おとな/3,270円 2,500円
小学生/1,590円 1,250円

料金
（お一人様）

イメージ H

組売
可 α発券可

讃岐うどん・味・アートめぐり
案内人乗車 組売

可 α発券不可
取消料なし

〈有効期限〉30日間［ご注意］ご利用に際して一部対象外商品があります。また、釣銭の対応は出来ません。
 未使用施設の払い戻しは出来ません。

★ロープウェイ運休の場合、「二十四の瞳映画村内チリリン屋」のお買物券（おとな1,100円小学生550円）での対応とさせて頂きます。

壮大な自然を満喫！ 古き良き時代にタイムスリップ！ 美しい観音様がお出迎え！

わら家→屋島山上（散策）→うどん本陣山田家本店

山越うどん→さぬき麺業 松並店
本格手打ちうどんセルフ はゆか
→さぬき麺業 松並店

9：25発

9：25発 9：30発 9：32発

16：08頃着 16：10頃着 16：15頃着

13：00発

16：43頃着 16：45頃着 16：50頃着

13：05発 13：07発

9：30発

12：17頃着 12：23頃着 12：25頃着 12：30頃着

9：32発 10：06発 月火木金
水

山下うどん店（善通寺市）
→金刀比羅宮
　（散策・参拝など自由行動）
→長田in香の香

運行日/月～金曜日 ※運休日/土・日・祝日、GW、お盆

運行日/土・日・祝 ※運休日/月～金曜日、GW、お盆

イメージ 写真提供：
四国ツーリズム創造機構

■受付時間／9：00～18：00（平日）・9：00～16：00（土・日・祝日）
■引換場所／バス車内

2,000円
3,000円
3,000円

1,000円
1,500円
1,500円

■定期路線バス乗車運賃（お一人様/税込）／ ※小学生未満はおとな1名につき1名まで無料。※交通状況やうどん店の混み具合により多少の時間
変更が生じることがあります。※ご予約のお客様を優先させて頂きますので、当日乗車のお客様につ
いては、満席の場合、ご乗車できない場合があります。※悪天候の場合、またはその他諸事情によりう
どん店及び周遊コースが変更・運休となる場合がございます。※2020年9月末まで有効な情報です。
運賃・コースについては以降変更となる場合があります。
うどん店での飲食代、並びに入場料等はお客様負担となります。

讃岐うどん名店や観光スポット・アートを巡る「うどんバスの旅」。 自予 C券3600671-003　　（グループに1枚）（引換要）OP 手7

①ワイド入園券
②フリーパス

入園+オリエンタルトリップ入園
入園＋乗物乗り放題

おとな（中学生以上）
赤い風船特別割引料金

こども（3才以上）おとな（中学生以上）
通常料金

こども（3才以上）

③ワイドフリーパス ①＋②
④プールパス パーク入園+プール入場
⑤ワイドプールパス ①＋④
⑥ハッピーパス パーク入園＋乗物乗り放題+プール入場
⑦ワイドハッピーパス ①＋⑥

内容券種

2,200円
4,000円
4,500円
4,000円
4,500円
5,000円
5,500円

1,700円
3,500円
4,000円
3,500円
4,000円
4,500円
5,000円

1,900円
3,500円
4,000円
3,500円
4,000円
4,500円
5,000円

1,400円
3,000円
3,500円
3,000円
3,500円
4,000円
4,500円

四国水族館
2020年3月オープン！ 四国最大級の水族館

太平洋や瀬戸内海、清流四万十川や仁淀川など、日本屈指の四国の
圧倒的な水景をテーマにした展示が特徴の水族館です。
■営業時間／9：00～18：00（年中無休）
　※4/29～5/10、7/18～8/31は21：00まで営業
■交通／JR宇多津駅より徒歩約12分
■駐車場／有（有料）
■料金／

■引換場所／チケット窓口
■お問合わせ／Ⓣ0877-49-4590

入館料
一般

2,200円
小中学生
1,200円

3才以上
600円

/地区コード 8127-602予不 金入観 イメージ 写真提供：四国水族館

■料金／※④～⑦はプールオープン時期のみの設定となります。

22種のアトラクションや光のパレードや
360°３Ｄプロジェクションマッピング等の
エンターテイメントも充実！

■営業時間／10：00～16：00
（土・日・祝日・時期により変動あり）
■交通／
こんぴら温泉からレオマリゾートまで車で約15分、
ことでん琴平駅から岡田駅迄約10分、
ことでん岡田駅よりタクシーにて約5分、
JR琴平駅又は琴平温泉街より
無料シャトルバス約20分
（時間はHPでご確認ください）
■駐車場／無料　　■引換場所／チケット窓口
■ホームページ／
https://www.newreomaworld.com/

C券3600671-003　　　（引換要）OP 手0予不
取消料なし

取消料なし

手仕舞い後のお問合わせ・利用会社
琴参バス（株）丸亀営業所Ⓣ0877-22-9191　

販売店
の方へ

単売
可

α発券可

愛 媛

道後温泉本館 単売
可 α発券不可手配旅行

取消料なし

道後温泉本館は保存修理工事中も入浴ができ、3000年の歴史を誇る源泉かけ流しの湯を楽しめます！

神の湯階下 おとな（12才以上） 420円 こども（2才～11才） 160円
■営業時間／1階神の湯6：00～23：00（22：30に札止）※神の湯階下のみ営業となります。
■料金／　

※現在、保存修理工事の為、
入場規制がございます。
ご利用をお待ちいただく
場合がございますので
予めご了承ください。

/地区コード 8413-601金入観

飛鳥時代の建築様式を取り入れた湯屋がコンセプトの新たな温泉施設。道後温泉本館と同じく、全国でも珍しい加温も加水もしていない源泉かけ流しの
「美人の湯」を満喫することができます。本館にある皇室専用浴室「又新殿」を再現した特別浴室は家族風呂として利用でき、古代の入浴体験が楽しめます。
■時間／6：00～23：00 ※2階個室は5室、2階特別浴室は2室のため、ご利用いただけない場合があります。※2階特別浴室は3ヶ月前から予約可能です。
■料金／

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉
あす か の ゆ

手配旅行
取消料なし

/地区コード 8413-603金入観単売
可 α発券不可

予不 C券3600671-003　　　（グループに1枚）（引換要）※取消料は旅行業約款（日帰り旅行）に基づきます。OP 手0

松山城スペシャルパック
「松山城」と「坂の上の雲ミュージアム」のお得なセット!!「松山城」と「坂の上の雲ミュージアム」のお得なセット!!

取消料あり

【利用方法】 ●引換場所：松山城ロープウェイ乗り場1階チケット売場又は坂の上の雲ミュージアムインフォメーション窓口にご提出ください。
 　「松山城スペシャルパック」クーポンをお渡しします。
【ご注意】 ●各施設の休館日にご注意ください。●お客様都合でクーポンをご利用にならなかった場合や未使用分の払い戻しはございません。
 ●期間内にて各施設1回限りの利用となります。●利用時間は各施設の営業時間となります。

ご案内
必ずお読み
ください（　　　）

組売
可 α発券可

■設定期間／2020年4月1日～2020年9月30日
■料金／おとな1,100円（通常料金：おとな1,440円※65才以上1,240円） ※高校生以下の設定はありません。
坂の上の雲ミュージアム ～「坂の上の雲」のまち松山、小説ゆかりの地を訪ねて～
●セットに含まれるもの／坂の上の雲ミュージアム（観覧）　●通常価格／おとな400円　●休館日／毎週月曜日（祝日、振替休日の場合はその翌日）

松山城 ～「日本100名城」に選定、山頂の本丸へはロープウェイで～
●セットに含まれるもの／松山城（観覧）、往復のロープウェイ又はリフトの乗車　●通常価格／松山城（観覧）おとな520円、ロープウェイ・リフト（往復乗車）おとな520円

「道後REBORNプロジェクト」
松山市の観光シンボル「道後温泉本館」が生まれ変わる！ 「道後温泉本館」×手塚治虫「火の鳥」

日本最古の湯といわれる道後温泉のシンボル「重要
文化財 道後温泉本館」は、築125年を超え、その歴
史ある雄姿を次代に受け継ぐため、「営業しながら
の保存修理工事」を進めています。重要文化財の公
衆浴場として営業しながらの保存修理工事の取組
みは日本初で、前期工事期間中は、手塚治虫のライ
フワークといえる「火の鳥」とコラボレーションした
「道後REBORNプロジェクト」を展開。「火の鳥」の
日除け幕・灯籠、オブジェに続き、保存修理工事で使
用する素屋根全体を装飾し、「巨大な火の鳥」が登
場するラッピングアートもスタート。夜には手塚プロ
ダクション制作のオリジナルアニメーションと連動
したプロジェクションマッピングで彩られます。道後
温泉の歴史絵巻が演出され、今しか見ることができ
ない道後温泉本館の姿と道後温泉の入浴をお楽し
みください。
©TEZUKA PRODUCTIONS 画像はすべてイメージ 画像提供：道後温泉事務所

道後温泉本館北側 毎日18時30分～21時30分 実施中！

道後REBORN公式サイト他で公開スタート！
前期工事期間中限定
コラボ入浴券登場！
入浴券（おとな）

お気軽人力車体験とゆったり飛鳥乃湯泉
「飛鳥乃湯泉」と「道後麦酒館」と「人力車体験」が付いたお得なセット!!

全てイメージ 写真提供：一般社団法人愛媛県観光物産協会

C券3600671-003 （グループに1枚）（引換要）※人力車は
※乗車希望日の前日迄に要TEL予約※予約・運休確認の連絡先：（有）力舎本店TEL090-3183-3683※取消料は旅行業約款（日帰り旅行）に基づきます。

手1 発手OP

組売
可

取消料あり
α発券可

【期間】2020年4月1日～2020年9月30日
【料金】通常3,380円のところ おとな2,700円（高校生以下の設定はありません）

【ご注意】●各施設・店舗の休業日にご注意ください。●お客様都合でクーポンをご利用にならなかった場合や未使用分の払い戻しはございません。●期間
内にて各施設・店舗1回限りの利用となります。●利用時間は各施設・店舗の営業時間内となります。●人力車体験は安全確保のため、雨天、荒天時及び路面
状態により運休となる場合があります。なお人力車運休の場合は、「道後麦酒館」関連施設の商品券としてご利用いただけます。

料金

内容
湯茶サービス なし お茶・お茶菓子 お茶・お茶菓子 お茶・お茶菓子

1階浴室入浴のみ 1階浴室入浴+2階大広間休憩室 1階浴室入浴+2階個室休憩室 1階浴室入浴+2階特別浴室

おとな：610円
こども：300円

おとな：1,280円
こども：　 630円

おとな：1,690円
こども：　 830円

おとな：1,690円
こども：　830円

2階特別浴室
（家族風呂）

2階
個室

2階
大広間

1階
浴室

1組：
2,040円+

●営業時間／
6：00～22：00（21:00札止め）

　※利用時間90分
●予約不要

●営業時間／
　道後麦酒館本館 ： 11：00～22：00（受付21：00迄）
　別館 ： 平　日15：00～23：00（受付22：00迄）、
　　　　 土日祝12：00～23：00（受付22：00迄）
●予約不要

●営車時間／9：00～22：00（受付21:00迄）
●予約／乗車を希望する前日までに
　お客様ご自身・要予約
●運休日／雨天・荒天時は運休となるため、
　お客様ご自身・要確認

オリジナルアニメーション
「火の鳥“道後温泉編”」

第2話「子規と漱石」


