
初級

　名鉄バスセンター＝マキノ高原＝愛発越（標高390ｍ）・・・乗鞍岳（標高865ｍ）・・・電波塔 ・・・芦原岳・・・
　　　　7:20発　　　　　　　　　　　 9:30頃　　　　　　　　10:00頃　　　　　　　　　　　　12:30頃

   ・・・猿ヶ馬場・・・黒河峠（標高570ｍ） ・・・白谷（標高224ｍ）＝マキノ高原＝名鉄バスセンター
          　　　　　　　　　　　  　15:30頃　         　　　　　　　16:30頃　　  　            16:45頃　　　　　　　　19:00頃着

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★ガイドブック付

■最少催行人員／１５名様　　　　　■添乗員・ガイド／同行致します　　　　　■食事／なし　　　

〈トレッキングコース〉 
■距離：　約１０．２km  　  　時間：　約６時間３０分　　  　標高差：約６４０m　　　  　 難易度：　★★

■スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　＝バス移動　　　…徒歩　）
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　コード　BF MAHK D0180A

　　　　　　　　　　　担当：　鳥山　　メッセージ宛先：　ＭＡＨＩＫ　　しおり：ＧＲＯＯＭ

全長約８０ｋｍの「高島トレイル」。完全踏破を目指して歩きます。

第１回は新緑のブナ林の中を、愛発峠から黒河峠まで歩きます。
※詳しくは「名鉄のハイキング」パンフレット春版Ｐ２１をご参照下さい。

コース案内
～ハイキング保険のご案内～

山や旅先での万が一のケガや事故に備えて、

１年間（保険期間）を通じて安心・安全の

『名鉄観光のハイキング保険』に
是非ご加入下さい。

●この旅行代金は平成27年5月1日現在の運賃・料金を基準としております。

●詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。

新緑のブナ林（滋賀県）

ああ

安心の添乗員同行プラン



中級

　名鉄バスセンター＝黒河峠・・・三国山山頂（標高876ｍ）・・・赤坂山山頂（標高824ｍ）・・・
　　　　7:10発　　　　　　　　　　10:00頃　　　　　　　11:00頃　　　　　　　　　　　　　　　　　12:00頃                                     

  ・・・大谷山山頂（標高814ｍ）・・・近江坂・・・今津（泊）

　　　　　   14:30頃                           16:00頃　　 　17：30頃

　ホテル・・・近江坂・・・大御影山山頂（標高950ｍ）・・・大日尾根・・・三重ヶ嶽山頂（標高974ｍ）・・・本谷＝
　　7:30発　　　　　9:30頃　　　　　　10:30頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　11:30頃　　　　　　　13:30頃　　　　　　　 　　　　 　　　15:00頃

  ＝長浜黒壁スクエア（見学・散策）＝長浜市内（入浴）＝名鉄バスセンター
   　　　　16:30頃～17:30頃   　　　　　　　　17:40頃～18:30頃　　　　20:00頃着　         

■最少催行人員／１５名様　　　　　■添乗員・ガイド／同行致します　　　　　■宿泊／今津「ビラデスト今津」　　　

〈トレッキングコース〉 
■１日目：距離：　約１３．７km  　  　時間：　約７時間００分　　  　標高差：約３３０m　　　  　 難易度：　★★★
■２日目：距離：　約１３．２km  　  　時間：　約７時間００分　　  　標高差：約４２０m　　　  　 難易度：　★★★

■スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　＝バス移動　　　…徒歩　）
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　コード　BF MAHK Ｔ0378A

2

　　　　　　　　　　　担当：　鳥山　　メッセージ宛先：　ＭＡＨＩＫ　　しおり：ＧＲＯＯＭ

ああ

～ハイキング保険のご案内～

山や旅先での万が一のケガや事故に備えて、

１年間（保険期間）を通じて安心・安全の

『名鉄観光のハイキング保険』に
是非ご加入下さい。

安心の添乗員同行プラン

近江坂（滋賀県）

ご旅行条件（要約） ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み下さい。

この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下、当社といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集

型企画旅行契約（以下、旅行契約といいます）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出

発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

●申込みの方法と契約の時期

　　（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込み下さい。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに契

 　　　　約が成立します。電話、郵便、ＦＡＸ等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に

　　　　 申込み手続きをお願い致します。

　　（２）申込金は「旅行代金」または「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。

　　（３）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代表権を

　　　　 契約責任者が有しているとみなします。

●旅行代金のお支払い

　　（１）申込みの際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

　　　　　３０，０００円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５，０００円以上旅行代金まで

　　　　　３０，０００円以上６０，０００円未満・・・・・・・・１０，０００円以上旅行代金まで

　　　　　６０，０００円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで

　　（２）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって２１日前にあたる日より前にお支払い下さい。

●旅行代金に含まれるもの

　　（１）旅行日程表に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税。

　　（２）添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。

　　（３）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。

●取消料

　　（１）お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

解除期日 取消料（お一人様）

　旅行開始日の前日から起算して２０日目にあたる日以降８日目にあたる日まで 旅行代金の２０％

　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降前々日にあたる日まで 旅行代金の３０％

　旅行開始日の前日 旅行代金の４０％

　旅行開始日当日 旅行代金の５０％

　無連絡不参加および旅行開始後 旅行代金の１００％

●特別補償

　 お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定め

　 る額の補償金及び見舞金を支払います。

●旅程補償

　 当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合

　 は同条に定めるところによる変更補償金をお支払い致します。

●基準日

　 この旅行代金は平成２６年１月２３日現在の運賃・料金を基準としております。●基準日

この旅行代金は平成27年6月15日現在の運賃・料金を基準としております。

第２回の今回は、黒河峠から赤坂山・大御影山を越えて本谷まで

歩きます。
※詳しくは「名鉄のハイキング」パンフレット夏版Ｐ２０をご参照下さい。

コース案内



中級

　名鉄バスセンター＝落合・・・三重嶽山頂（標高974ｍ）・・・水谷分れ・・・武奈ヶ嶽山頂（標高865ｍ）・・・
　　　　7:10発　　　　　　　　　　10:00頃　　　　12:30頃～13:00頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15:30頃　　

   ・・・赤岩山西峰・・・水坂峠＝今津（泊）

　　　　　　　　　　　　　　　　17：30頃　　　18:30頃

　ホテル・・・水坂峠・・・二の谷山山頂（標高608ｍ）・・・桜峠・・・行者山山頂（標高587ｍ）・・・横谷峠＝
　　7:30発　　　　　8:30頃　　　　　　　10:00頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　13:30頃～14:00頃　　　　　　　　　15:00頃

   ＝朽木温泉（入浴）＝名鉄バスセンター
   　　15:30頃～16:30頃   　　　19:30頃着　         

■最少催行人員／１５名様　　　　　■添乗員・ガイド／同行致します　　　　　■宿泊／今津「ビラデスト今津」　　　

〈トレッキングコース〉 
■１日目：距離：　約１１．４km  　  　時間：　約７時間３０分　　  　標高差：約６９０m　　　  　 難易度：　★★★
■２日目：距離：　約１１．０km  　  　時間：　約６時間３０分　　  　標高差：約３３０m　　　  　 難易度：　★★★

■スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　＝バス移動　　　…徒歩　）

1

　コード　BF MAHK Ｔ0385A

2

　　　　　　　　　　　担当：　鳥山　　メッセージ宛先：　ＭＡＨＩＫ　　しおり：ＧＲＯＯＭ

ああ

安心の添乗員同行プラン

三重嶽（滋賀県）

ご旅行条件（要約） ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み下さ

この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下、当社といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集

型企画旅行契約（以下、旅行契約といいます）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出

発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

●申込みの方法と契約の時期

　　（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込み下さい。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに契

 　　　　約が成立します。電話、郵便、ＦＡＸ等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に

　　　　 申込み手続きをお願い致します。

　　（２）申込金は「旅行代金」または「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。

　　（３）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代表権を

　　　　 契約責任者が有しているとみなします。

●旅行代金のお支払い

　　（１）申込みの際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

　　　　　３０，０００円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５，０００円以上旅行代金まで

　　　　　３０，０００円以上６０，０００円未満・・・・・・・・１０，０００円以上旅行代金まで

　　　　　６０，０００円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで

　　（２）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって２１日前にあたる日より前にお支払い下さい。

●旅行代金に含まれるもの

　　（１）旅行日程表に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税。

　　（２）添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。

　　（３）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。

●取消料

　　（１）お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

解除期日 取消料（お一人様）

　旅行開始日の前日から起算して２０日目にあたる日以降８日目にあたる日まで 旅行代金の２０％

　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降前々日にあたる日まで 旅行代金の３０％

　旅行開始日の前日 旅行代金の４０％

　旅行開始日当日 旅行代金の５０％

　無連絡不参加および旅行開始後 旅行代金の１００％

●特別補償

　 お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定め

　 る額の補償金及び見舞金を支払います。

●旅程補償

　 当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合

　 は同条に定めるところによる変更補償金をお支払い致します。

●基準日

　 この旅行代金は平成２６年１月２３日現在の運賃・料金を基準としております。●基準日

この旅行代金は平成27年6月15日現在の運賃・料金を基準としております。

今回でいよいよ中間地点を越え後半に入ります。本谷をスタートし、

トレイル最高峰の三重嶽を通り、日本海と琵琶湖を望みながら横谷

峠まで歩きます。
※詳しくは「名鉄のハイキング」パンフレット夏版Ｐ２０をご参照下さい。

コース案内

～ハイキング保険のご案内～

山や旅先での万が一のケガや事故に備えて、

１年間（保険期間）を通じて安心・安全の

『名鉄観光のハイキング保険』に
是非ご加入下さい。

　　　　　　　　　　　担当：　鳥山　　メッセージ宛先：　ＭＡＨＩＫ　　しおり：ＧＲＯＯＭ



中級

　名鉄バスセンター＝横谷峠（標高450ｍ）・・・駒ケ岳山頂（標高780ｍ）・・・駒ケ岳西尾根・・・朽木麻生＝
　　　　7:10発　　　　　　　　　　　　10:30頃　　　　　　　　　　　　13:30頃～14:00頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16:00頃

 ＝朽木（泊）

　　　17:00頃

　山荘＝朽木麻生・・・駒ケ岳西尾根・・・木地山峠・・・百合ヶ岳山頂（標高931ｍ）・・・おにゅう峠＝
　7:00発　　　8:00頃　　　                                     　　12:00頃　　　　　　　　13:30頃～14:00頃　　　　　　　　　　15:30頃

  ＝朽木温泉（入浴）＝名鉄バスセンター
   　  16:30頃～17:30頃   　　 　20:30頃着　         

■最少催行人員／１５名様　　　　　■添乗員・ガイド／同行致します　　　　　■宿泊／朽木「山荘くつき」（山荘）　

〈トレッキングコース〉 
■１日目：距離：　約  ８．０km  　  　時間：　約５時間００分　　  　標高差：約４８０m　　　  　 難易度：　★★★
■２日目：距離：　約１７．７km  　  　時間：　約７時間００分　　  　標高差：約６３０m　　　  　 難易度：　★★★

■スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　＝バス移動　　　…徒歩　）

1

　コード　BF MAHK Ｔ0386A

2

　　　　　　　　　　　担当：　鳥山　　メッセージ宛先：　ＭＡＨＩＫ　　しおり：ＧＲＯＯＭ

ああ

～ハイキング保険のご案内～

山や旅先での万が一のケガや事故に備えて、

１年間（保険期間）を通じて安心・安全の

『名鉄観光のハイキング保険』に
是非ご加入下さい。

安心の添乗員同行プラン

駒ケ岳山上の池（滋賀県）

ご旅行条件（要約） ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み下さい。

この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下、当社といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集

型企画旅行契約（以下、旅行契約といいます）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出

発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

●申込みの方法と契約の時期

　　（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込み下さい。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに契

 　　　　約が成立します。電話、郵便、ＦＡＸ等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に

　　　　 申込み手続きをお願い致します。

　　（２）申込金は「旅行代金」または「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。

　　（３）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代表権を

　　　　 契約責任者が有しているとみなします。

●旅行代金のお支払い

　　（１）申込みの際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

　　　　　３０，０００円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５，０００円以上旅行代金まで

　　　　　３０，０００円以上６０，０００円未満・・・・・・・・１０，０００円以上旅行代金まで

　　　　　６０，０００円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで

　　（２）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって２１日前にあたる日より前にお支払い下さい。

●旅行代金に含まれるもの

　　（１）旅行日程表に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税。

　　（２）添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。

　　（３）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。

●取消料

　　（１）お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

解除期日 取消料（お一人様）

　旅行開始日の前日から起算して２０日目にあたる日以降８日目にあたる日まで 旅行代金の２０％

　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降前々日にあたる日まで 旅行代金の３０％

　旅行開始日の前日 旅行代金の４０％

　旅行開始日当日 旅行代金の５０％

　無連絡不参加および旅行開始後 旅行代金の１００％

●特別補償

　 お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定め

　 る額の補償金及び見舞金を支払います。

●旅程補償

　 当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合

　 は同条に定めるところによる変更補償金をお支払い致します。

●基準日

　 この旅行代金は平成２６年１月２３日現在の運賃・料金を基準としております。●基準日

この旅行代金は平成27年6月15日現在の運賃・料金を基準としております。

トレイル最大の池や、トレイル唯一の一等三角点の山「百里ヶ岳」を

通るコースです。今回は横谷峠からおにゅう峠まで歩きます。
※詳しくは「名鉄のハイキング」パンフレット夏版Ｐ２０をご参照下さい。

コース案内



中級

　名鉄バスセンター＝おにゅう峠（標高820ｍ）・・・ピーク８０３・・・ナベクボ峠・・・三国峠・・・生杉バス停＝
　　　　7:10発　　　　　　　　　　　　11:00頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　14:30頃　　　　　16:30頃

  ＝朽木（泊）

　  　17:30頃

　山荘＝生杉バス停・・・三国峠・・・地蔵峠・・・岩谷峠・・・三国岳山頂（標高959ｍ）・・・桑原（標高400ｍ）＝
　7:00発　　  　8:00頃　　　        　10:00頃　　　　　　　　         13:30頃　　　　　　　14:30頃　　　　　　　　　　　　　　　 16:30頃   

  ＝名鉄バスセンター
   　   20:00頃着　         

■最少催行人員／１５名様　　　　　■添乗員・ガイド／同行致します　　　　　■宿泊／朽木「山荘くつき」（山荘）　

〈トレッキングコース〉 
■１日目：距離：　約１０．０km  　  　時間：　約５時間００分　　  　標高差：約３７０m　　　  　 難易度：　★★★
■２日目：距離：　約１４．５km  　  　時間：　約８時間００分　　  　標高差：約５９０m　　　  　 難易度：　★★★

■スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　＝バス移動　　　…徒歩　）

1

　コード　BF MAHK Ｔ0387A

2

　　　　　　　　　　　担当：　鳥山　　メッセージ宛先：　ＭＡＨＩＫ　　しおり：ＧＲＯＯＭ

ああ

～ハイキング保険のご案内～

山や旅先での万が一のケガや事故に備えて、

１年間（保険期間）を通じて安心・安全の

『名鉄観光のハイキング保険』に
是非ご加入下さい。

安心の添乗員同行プラン

根来峠からの紅葉（滋賀県）

ご旅行条件（要約） ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み下さい。

この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下、当社といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集

型企画旅行契約（以下、旅行契約といいます）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出

発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

●申込みの方法と契約の時期

　　（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込み下さい。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに契

 　　　　約が成立します。電話、郵便、ＦＡＸ等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に

　　　　 申込み手続きをお願い致します。

　　（２）申込金は「旅行代金」または「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。

　　（３）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代表権を

　　　　 契約責任者が有しているとみなします。

●旅行代金のお支払い

　　（１）申込みの際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

　　　　　３０，０００円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５，０００円以上旅行代金まで

　　　　　３０，０００円以上６０，０００円未満・・・・・・・・１０，０００円以上旅行代金まで

　　　　　６０，０００円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで

　　（２）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって２１日前にあたる日より前にお支払い下さい。

●旅行代金に含まれるもの

　　（１）旅行日程表に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税。

　　（２）添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。

　　（３）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。

●取消料

　　（１）お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

解除期日 取消料（お一人様）

　旅行開始日の前日から起算して２０日目にあたる日以降８日目にあたる日まで 旅行代金の２０％

　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降前々日にあたる日まで 旅行代金の３０％

　旅行開始日の前日 旅行代金の４０％

　旅行開始日当日 旅行代金の５０％

　無連絡不参加および旅行開始後 旅行代金の１００％

●特別補償

　 お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定め

　 る額の補償金及び見舞金を支払います。

●旅程補償

　 当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合

　 は同条に定めるところによる変更補償金をお支払い致します。

●基準日

　 この旅行代金は平成２６年１月２３日現在の運賃・料金を基準としております。●基準日

この旅行代金は平成27年6月15日現在の運賃・料金を基準としております。

全長80ｋｍの高島トレイルも今回でいよいよゴールを迎えます。

紅葉のブナ原生林をおにゅう峠から桑原へ歩きます。

★全５回をご参加いただいた方には踏破賞を進呈します。
※詳しくは「名鉄のハイキング」パンフレット夏版Ｐ２０をご参照下さい。

コース案内


