
おんたけ休暇村健康僧進リフレッシュプラン

く〉おんたけ休暇村の貸切パスで名古屋城正門前パス駐車場よりこ三案内いたします。()添乗員は同行いたしません。 2日目のみ現地係員がご案内いたします。
()募集定員 30人最少催行人員7人 く〉客室タイプは、和室(トイレ無)となります。トイレ付をこ判用の場合は割憎料金がかかります。
()相部屋不可。お1人でご参加の方及び1人1部屋をご希望の方は、 1泊につき500円追加になります。(※和室利用の場合) く〉客室は全室禁煙となります。

コース名 食事 旅行代金 初泊日 2日芭 3日目2名1室利用大人1人あたり

名城公園9:30出発 休暇村→

朝2 10/11 (火) 乗鞍畳平
日本遺産「馬寵宿jと

昼1 28，000円 馬苦言宿(散策 :各自昼食) (散策:各自昼食)→
紅葉の乗鞍畳平散策 タ2 10/17 (月)

牛留池~善五郎の滝
C.....J 休暇村(泊) →休暇村(泊) 休暇村

名城公園8:30出発
田の原天然公冨

御岳ロープウェイと 朝2
昼2 29，500円 10/27 (木) 御岳ロープウェイ

休暇村紅葉の上局地散策 タ2
休暇村→上高地休暇村(泊)

(散策:各自昼食) 名城公園

名城公園9:00出発 →休暇村(泊)
17:15到着予定

開田高原木曽馬の里と 朝2
昼2 27，500円 11/ 1 (火) 木曽馬の里

紅葉の上高地散策 タ2
休暇村(泊)

花巡りウォーキング食 令和5年 休暇村→
休暇村朝2

名城公園9:30出発
高遠城祉公園→

日本さくら名所100選 昼1 27，000円 4/6 (木)
かんでんぱぱガーデン 八海山高遠城1止公園

タ2 4/9 (日) →休暇村(泊)馬寵宿(散策:各自昼食)

休暇村→
奈良井宿

南木曽天白公園 (散策 :各自昼食)
朝2 令和5年 駒ヶ根:光前寺→

花巡りウォーキング大
昼1 27，000円 4パ2(水) 休暇村(泊) 駒ヶ根フアームス→ 名城公園

駒ヶ根:光前寺 タ2 4/17 (月) かんでんぱぱガーデン→ 17:00到着予定

休暇村(泊)

※紅葉や開花状況に関わらず最少催行人員に達した場合はプランを実施します。

。休暇村に各自集合となります。(名古屋からの送迎はございません) ()JRでお越しの方は、木曽福島駅より送迎(要予約無料)いたします。 く)2日目はおんたけ休暇村の貸切パスにて案内数します。
()添乗員は同行いたしません。2日目のみ現地係員がご案内いたします。 ()募集定員20名 宣言少催行人員5名
()客室タイプは和室(トイレ無)となります。トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
く〉相部屋不可。お1人で、ご参加の方及び1人1室をご希望の方は、 1泊につき500円追加になります。(※和室利用の場合) ()客室は全室禁煙となります。

コース名 食事 旅行代金 初泊日 2BEI 3日邑
2名1室利用大人1人あたり

駒ヶ岳ロープウェイ 朝2 円 休暇村→駒ヶ岳ロープウェイ〉

紅葉の木曽駒ヶ岳 昼1 27，000円 10/5 (水) ~ 千畳敷(散策・昼食弁当) )> p ご希望の方は、午前に田のタ2 駒ヶ岳ロープウェイ→休暇村(泊)干畳敷散策 ー 原天然公園ヘご案内いたしニコー::::1. -・ ー-=ょ--
ます。休暇村→
※天候状況により中止になる場合が朝2

11/16 (水)
みはらしフアーム(りんご狩り・各自昼食) ございます。

りんご狩り&温泉 昼O 23，000円
~みはらしの湯→かんでんぽぽガーデンタ2

→休暇村(泊)

※写真は全てイメージです



山に鐙ろう!
く〉おんたけ休暇村の貸切パスで出発地よりご案内いたします。 く〉添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。
o客室lま全室禁煙となります。 oセントラルロッジ宿泊の場合、客室タイプは和室 (トイレ無)となります。トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
oセントラルロッジ宿泊は、相部屋不可。お1人でご参加の方及び1人1部屋をご希望の方は、 1泊につき500円追加になります。(※和室利用の場合)
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JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村(泊)

到着後 安全登山教室

休暇村→滝越登山口~小秀山~
乙女渓谷キャンブ場→

JR中津川駅 (18:20到着予定)

JR木曽福島駅 (11:30出発)→

休暇村 (泊) 到着後

御岳高原 (散策) 安全登山教室

休暇村→蘭キャンブ場登山口~

南木曽岳~展望台~
蘭キャンブ場登山口→JR南木曽駅

(17:15到着予定)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村(泊) 到着後安全登山教室

休暇村→美里登山口~陣馬形山~
美里登山口→JR木曽福島駅

(17:35到着予定)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村 (泊) 到着後安全登山教室

休暇村→戒壇不動コース駐車場~

戒壇不動~頂上~展望台~
高森公園駐車場→JR中津川駅

(16:20到着予定)

休暇村→小野神社~霧訪山~
山の神自然園→JR木曽福島駅

(16:30到着予定)

文化・自
。おんたけ休暇村の貸切パスで出発地よりこ案内いたします。 o添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。
o客室は全室禁煙となります。 く〉セントラルロッジ宿泊の場合、客室タイプは和室 {トイレ無)となります。トイレ付をご利用の場合は割噌料金がかかります。
o相部屋不可。お1人でご参加の方及び1人1部屋をご希望の方は、 1泊につき500円追加になります。(※和室利用の場合)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

王滝圏場(かぶの収穫)→

休暇村(泊)

到着後かぶの漬込み体験

そl拘7ち体験・昼食作り~休暇村

→JR木曽福島駅 (14:45到着予定)

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

御岳ロープウヱイ→休暇村(泊)

休暇村→自然湖→水交園→

JR木曽福島駅 (15:00到着予定)

砂.~‘唱 砂.~‘ 砂.司，~

おんたけ休暇村作品展

f木曽の風景あれこれj

開催日 :11月1S日(火)-20日(日)

場所:名古屋市民ギャラリー矢田

入場無料

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

三岳日向→休暇村(泊)

休暇村→王滝村中越→白川氷柱群

→御猿ビ‘ユースポット柳又→

木曽馬の里→開田高原水生植物園

→JR木曽福島駅 (14:45到着予定)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

三岳日向→休暇村(泊)

休暇村→王滝村中越→

福島宿・興禅寺→JR木曽福島駅

(14:45到着予定)

※写真は全てイメージです



おんたけ星空ツアー
oおんたけ休暇村の貸切パスで出発地よりご案内いたします。 o添乗員は同行いたしません。現地係員がこ1案内いたします。
o客室は全室禁煙となります。 く〉セントラルロッジ宿泊の場合、客室タイプは和室 (トイレ無)となります。トイレ付をご利用の場合は割僧料金がかかります。
o相部屋不可。お1人でご参加の方及び1人1部屋をご希望の方は、15自につき500円追加になります。(※和室利用の場合)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村(泊)(現地集合受付14:00)
到着後星の教室 ・観望会

星の教室~休暇村→JR木曽福島駅

(14:00到着予定)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村(泊)(現地集合受付14:00)
到着後星の教室・観望会

星の教室~休暇村→JR木曽福島駅

(14:00到着予定)

健康噂進ウォーキンクLスノーシュー、スキー
。おんたけ休暇村の貸切パスで出発地よりご案内いたします。 o添乗員は同行いたしません。現地係員が、ご案内いたします。 く〉客室は全室聖書煙となります。
oセントラルロッジ宿泊の場合、客室ヲイプは和室(トイレ無)となります。トイレ付をご利用の場合は割僧料金がかかります。
o相部屋不可。お1人でご参加の方及び1人1部屋をご希望の方は、1泊につき500円追加になります。(※和室利用の場合)

5年① 1月10日(火)-1月12日(木)

③2月1臼(水)-2月3日(金)

⑤3月1白(水)-3月3日(金)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村(泊)
到着後 スノーシュ一体験講習会

休暇村→乗鞍高原→JR木曽福島駅

(16:25到着予定)

JR木曽福島駅 (11:30出発)→休暇村→御獄スキー場(スキー講習2時間/各自昼食)→

休暇村(泊)

休暇村→御獄スキー場(スキー講習 午前・午後2時間/各自昼食)→休暇村(泊)

休暇村→御窓スキー場(スキー講習 午前2時間/各自昼食・午後フリー滑走)→休暇村→

JR木曽福島駅 (16:15到着予定)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村(泊)
到着後スノ シュ一体験講習会

休暇村→野麦峠→JR木曽福島駅

(16:10到着予定)

[各コース共通 ご案内]

く〉旅行代金は和室(トイレ無) 2名 1室利用 1人

あたりの料金となります。

く〉最少催行人員に達しない場合は中止する場合があ

ります。また、当日の天候や諸状況により行程変

更や中止となる場合がありますので、ご了承くだ

さい。

→ 車両移動 ~ 徒歩移動

司路線パス

〉 ロープウ工イ・リフト

※写真は全てイメージです



こども応揺プロクラム
oおんたけ休暇村の貸切パスで出発地よりご案内いたします。 o添乗員は同行いたしません。 現地係員がこ案 内いたします。 く〉客室は全室禁煙となります。

o客室タイプは和室 (トイレ無) となります。 トイレ付をご利用の場合は割僧料金がかかります。 o相部屋不可。※おんたけこども村企画を隠〈。

く〉お 1人でご参加の方及び1人 1室をご希望の方は、1泊につき500円追加になります。(※和室利用の場合)

名城公園 (8:30出発)→休暇村(泊 )

到着後入村式・ 星の教室 ・観望会

自然体験教室 ~星の教室 ~観望会

~ 休 暇 村 (泊 )

星の教室~退村式~ 休 暇 村 →

名城公園 (17:30到 着予定)

小中学生 39.500円

30名 (最少催行人員15名)

1日目 名滅公園 (8:30出発)→休暇村 (泡 )

到着後雪遊び レク リエーシ ョン

休 暇村→御獄スキー場→

休暇村(泊 )

到着後 レクリエーシ ョン

休 暇 村 →御獄スキー場 → 休 暇村 →

名城公園 (17:45到 着 予定)

15名 (震少催行人員4名)

1日目 JR木 曽 福 島 駅 (13:10出発)→

休 暇村(泊 ) 到着後雪遊び

クラフ ト体験~休暇村→

JR木 曽 福 島 駅 (14:30到 着 予定)

名 減公園 (8:30出発)→休 暇村 (泊 )

到着後 雪遊 び レクリ 工ーション

休暇村 →御獄スキー場 →

休暇村 (泊 )

到着後 レクリ工ーシ ョン

休暇村→御獄スキー場→休暇村→

名 城公園 (17:45到 着予定)

※新型コロナウイルス感染症の鉱大状況によりツアーを中止する場合がございます。

※写真 は全 て イメ ージです

本チラシツアーはホームページでもご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症田感染防止についての当公社町取り組み
公益財団法人名古屋市民休眠村管理公社では、新型コロナウイルス感染症の感染防止につ

いての取り組みとして、ご可IJ用の皆様主主らびに職員の健康と安全のために、以下の取り組み
をしてまいります.
1 施設内町取り組み
(1)サーモグラフィの設置

お客繊の体温を測る装置としてフロントにサーモグラフィを股置しています.
(2)アルコール消毒漉の配置

玄関や工レベーヲー前等の共用部および客室にアルコール消曹漉を配置していますの
で、手指の，肖警にご也力ください。

(3) ;開港の実施
ドアノプ、工レベーヲーのボタン、お手洗いの扉などお客様の触れる織会が多い箇所
の滑滞在実施します.

(4)お客織の健康状態の確認
チエッヲイン時にお客報の健康状態についてお伺いします.

(5)マスクの着用・手洗いの徹底
手洗い、マスヲ着用を義務付け、徹底いたします。

(6)職員の健康管理
出勤前に検畠を行い、発剤があった職員は自宅待機とします.
不要不急の外出や不特定多数が集まる集会 イベント等の著書加自粛を指導します。

2 お客績へのお願い
0マスヲ等による咳エチケットや石鹸アルコール消電漉による手洗いをお願いします。
Oご宿泊当日の朝にご自宅で検冨し、発熱や畷 咽頭痛の症状、倦怠感等の自覚症状が

ある方は、ご来村をご遠慮いただきますようお願いいたします.
0当施般をご利用中に体調が優れないと感じた場合は、すみやかに職員にお申し出くだ

さい.
0大声での発声や、近獲した距踏での会話など感染リスヲが高いとされる行為は控えて

いただきますようお願いいたします。
O感染者が出た場合には、保健所の聞き取りに協力しJ濃厚蟻触者となった場合は、保

健所の指示に従ってください.
Oご旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルス陽性と惨断された場合は、おんたけ休

眠村にご連絡ください。
皆績にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきご協力くださいますようお願

い申し上げます。

に旅行条件 (要旨)]
この旅行は、(公財)名古屋市民体暇村管理公社{以下[当公社JといいますJが企画 ー実

施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当公社と募集型企画旅行契約(以下「旅行
契約JといいますJを締結することになります.旅行契約の内容 条件は別途お渡しする最
終日程表を称する確定書面及び当公社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります.

・旅行のお申し込み及び契約成立

当公社の定めた必要事項を記入した申込書にて巨頭にて申込みを行うほか、電話 。FAX
郵便・その他の通信手段による旅行申込みを行い(旅行代金の20%を限度として申込金を添
えていただく場合がございます.).当公社の定める期日までに旅行代童をお支払いいただき
ます.旅行契約は当公社が契約の締結を承諾し、旅行代金もしくは申込童を受領したときに
成立するものといたします。

・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宿泊費食事代・体験料ガイド代版行傷害

保険・消費税等諸税のほか、バンフレット等に旅行代金に含まれるものとして明示されたも
の及び旅行業務甑扱料金が含まれています. 

. 旅行代金に含まれないもの

コースに含まれない交通費、レンタル代指どお客様の個人的諮賞用及びこれに伴う税 ーサー
ピス料

・個人情報の取扱について
当公社は、旅行申込の際に提出いただいた申込書に記蔵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、お客嫌がお申込いただいた旅行において旅行サー
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拡臨閤内で利用させていただ
きます.また、当公社は告種企画のご案内、統計資料の作成、アンケートのお願いにお客様
の個人情報を利用させていただくことがあります。

・旅行条件の基準
この旅行条件は2022年8月1臼を基準としています.

※詳しいご旅行条件を記践した書面をお涯ししますので、事前にご確認のうえお申し込みください。

→車両移動 ~ 徒歩移動

司路線パス

〉 ロープ ウェイ ・リフト

木曽御獄山の中腹 (標高約1，500m)
にある宿泊型体験施設です。市民の森

づくり活動、木工体験、郷土食体験、

天文観察、 キャンプなどができます。

冬はスキー、スノーシューが凍 しめます。

圃雇置盛量調
四季御膳一 ...ア.000円~

御山御膳・・ー 9.000円~

三笠御膳ー・ 11.000円~

※大人間散期和室2名1室利用料童
(大人1人あたり)
季節・曜日 。料理コス部屋ヲイプなどに
より料金が異なります.詳細については、お
電話またはホムペジにてご確認ください.

国民健康保険にご加入の名古屋市(小学

生-74歳)の方と愛知県後期高齢者医療

(75歳以上)の方は、 f保険証Jをご持参

されると宿泊料から1.000円の割引(助成

の対象)制度があります。 (年度内4泊まで)

指定管理者 (公財)名古 屋市 民休 暇村管 理 公社

おんたけ休暇村 干397-0201長野県木曽郡王滝村3159番地25

TEL 0264・48・2111/FAX 0264・48・2874
e-mail info@ontake-kyukamura_net 
htto:/ /www.ontake-kvukamura.net/ 
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