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○旅行企画・実施
（観光庁長官登録脆編集第939号）

図譜釜誓賞直子（株）農協観光富山支店
同調関越．　　　　　　富山制開削帥能・21轟く076）445－2330
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8旅行のお問い合わせ先

富山果知事登録擦行業第2－291号

となみ野セントラルツアー偶
〒919－1踊富山帰航被布事訳的－11

皿0763－32－8625FAX O763－32－8633

忘親諜鰯離籍餉田知花　孝志
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羽田空溶着 �������昼‘－ 

月 �羽田空港発 ����圃∴練∴撮 ��羽田空港より空絡、オークランドへ．〈新妻時間的10時間35分）【機構郎 �夕；機内食 
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初〟9 �ウライ朴チ十千着 ����寄　用　事 ��着後、クライストチャーチ疏内職光。 �墓；お弁当 ）－1（‘息 ����������エイボン用が流れる美しい鰹闘○モナベイル、△ハグレー公田など �夕：フラワーディナ 

守． ↓ ���火 �������にご某的します． 夕食はホテル内レストランにてフラワーディナー●lクライストチャーチ剃 

e �クライストチャーチ ��終日 夜 ��専　用　車 ��世界遺産のマウントクツiク国正公重職光 �靭：ホテル ��� デ　カ　ポ　湖 ������着後、ミルキーブルーの氷河湖○デカポ湖と湖畔に停む○書き手飽 

1β0 �マウントクック ������いの教会にご案内します。 マウントクック田立公田では撮策の時間もお取りいたします。 �昼：サーモン舛 夕：中華料理 

水 �������熱オプショナルツアー：マウントクック遊覧飛行 
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ウライ朴チャーチ集 ����Mi空∴物 ��国内接にてウェリントン軽由ロトルアへ． 
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事　用　事 ��ランで昼食をどうぞ。 �昼；レストラン 
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ウイトモ オークランド オークランド繋 ������詳ウイトモ鍾乳洞の土ポタルを見学．良い年月をかけてカルスト地 形に作られた鰻軋潟には、天井一面に土ボタルの神秘的な光景が広 がっています．震食はバーベキューランチをどうぞ。 塵食後、ウイト雪よりオークランドへ．（約3時間） 

〝1 �������オークランド着後、市内を一望できる公田○オークランドドメイン、 �昼：Iトぺキュー 

金 �������△バーネル通り、ンヨツビングにご案内します。 夕食は和食鉄板説きをお楽しみください． 夕食後、空港へ． �夕：和食鉄板燥き 

国∴験∴線 ��オークランドより登記、直行便にて羽田空港へ．（新妻時間的10 時間55分）　　　　　　　　t機中湖 

e �羽田空港着 ��卓説 靭 午前 ��田∴内∴接 ��羽田空港到着後、東経 �朗：機内食 

2 �羽田空港発 ������羽田空港より、空路　田内緑にて寒山空港へ �昼；－ 
土 �種山空港着 ������富山空港到着後、解放　お疲れ熊でした �夕；－ 

撤利用変種強調・コ「久的書籍は予定コースとな〇、を要となる場合がございまれ
複tleフライトスケジュールは2018年8月競技のものですので目貫として下きい．
最噺のフライトスケツユrI調書働すご格調下さい．

鞭境地の議事備により．ホテル奴び交接強調裏目確一筋が要義は慮る場合がございまれ

鵬的幣の目安薮示例l

隊しい能語意件を説明した書面を若直しいなしますので、車間に電柵級の上、あき込みくだきい．
舶PIJ）綿iこよってl賀意u調mに寄暮れて↓JWPllotは．後寒同賞鴨場もrrlN郵りまず．持場陣IlIO重し富di職種郎m蘭調は10一う．絡●握力後れlt検事のeえ∴絡IJ農を教・職種調教とtlも動議的●ろ鍬．ご椅額重きでしV：A持裏roa。青農事しかく越きしヽ

軍機鯖は濃の集録Iこ基づきます．

詑畿糊I灘蹴灘聡操鰯謙搬灘盤緋焼殺潤鵬薄
暮I陣痛賃liitLW、裏書．I t青嶋すさことlt41）裏書．
●ごl鴫の●私めと録筒の成心物議〃0倍網代tol）裏山し博ついて

鯨離散駿灘挑掬観・事原調Mt競山‘－下…・相
継騨粥繍籍練漱絹溜鵜溜離蛾灘脱撒歎
とし裏章．
－lmt℡●章．鱒持場〇日の慣らむら鴬置し裏Gか10時．tIIeOは甘食ee重曹こ重富mLIt合い．

●め裏書強さ機〟購調LA種き．1人あたりIQ復調岬の〇着能義郵着色し一意くことiこより賀lItt

●翻潮鮒紹網糊鵠・（。のき購刷は－，〟，納車飢書‘”i〟．鱒●1椅

ロの産着・あ購車種置場峰村庫裏●ため．－露の動議寄書ぴ一葉の農II下に細り郵すめ●農高章Iニー

観鰯糊翻離郷燐練雅掲載謂聯鵬捌溜・璧藤懸撥鶉藤懸漁鮒
ビス鴫

●禦（1農場の持物・調L
h農機I章食l．地面明神mtII費mu、亀崎くことに書IllIつでも強調職の筆録職r●r書かでt

治髄黒靴縫摘講押粕淵　聯摘採（m帥Ltr，

酢一顧麗繭
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●絵絹駿紀綱醒揃掛鵬溜轍漸減鵡

搬溺詐澱鵬鞠雑謝糊灘撼糊繊維．農場脆く築後
●a裏山が　ゆりよっひ章．農相a書棚寄順●置いてl曾ll細則o館〃　柵裏的tlこe●種佃が

愁揚鵬臨終鶴親群雄鯨膿搬総渇離誌虎
（Mツアーからoll細い）6はく胱一審調書nUシ●プピンクへ亡霊同書してあり霊夢．M鴨の賀着
後椅ふ．a鴛no！I●ツピンクのptIlこ後置Ll息絡IIでnり裏書．at9eなacより重職tO●
重責sh●篇8億9m作意かbttoU青l．機しくu¢籍調Iころ強いelヽ0く越さしヽ

●この検筒青嶋II富農き0年e寄りPe録かとしで寄り裏書．

一連外観㈱議の櫨すずめ－ 

ふ多額の娼簾責．機鮭賞裏がかかることがあります．また、裏館の調 ��aJnOtへ 
の越後 た、露 と書物 �neL暮す．複外観尉腺については．購地握農Iこあー地、きめ �，機選 録入会 せく僧 �購．ま いるご ざい． 


