
あいち健康の森

 全6コース

2016 1.20水～2.24水

健康チェックとウォーキング講座で楽しく健康づくり！健康チェックとウォーキング講座で楽しく健康づくり！
ヘルシーランチと薬草園物知り教室♪ヘルシーランチと薬草園物知り教室♪
開催日

料金

対象者：高校生以上

9:00～16:00
2/24水 2,0002,000円円2,000円 定員15名

最少催行人員10名

9:00 JR大府駅集合（無料送迎バスにてあいち健康プラザへ）
9:30 簡易健康度評価・ウォーキング講座（あいち健康プラザ）
12:00 ヘルシーランチのご昼食（あいち健康プラザレストラン
「花の木」）―《タクシー》―13:10 薬草園ものしり教室（あ
いち健康の森薬草園）―《タクシー》― 14:40 お買物・足
湯等　自由散策（げんきの郷・あいち健康の森公園）―
16:00 解散（あいち健
康プラザ）
（※復路についてもあいち健康プ
ラザから無料送迎バスにてＪＲ
大府駅まで送迎いたします。）

9:30 JR大府駅集合（無料送迎バスにてあいち健康プラザへ）
10:00 健康科学館ガイドツアー（あいち健康プラザ）―
12:00 ヘルシーランチのご昼食（あいち健康プラザレストラン
「花の木」）―《タクシー》―13:10 ドングリを使った工作体験と
薬草園ものしり教室（あいち健康の森薬草園）―《タクシー》
14:40 お買物・足湯等　自由散策（げんきの郷・あいち健康の
森公園）―
16:00 解散（あいち健康
プラザ）
（※復路についてもあいち健康プ
ラザから無料送迎バスにてＪＲ
大府駅まで送迎いたします。）

開催日
料金 大人

対象者：小学生以上

9:30～16:00
1/31日 2/13土 11,700700700円円1,700円

小中学生11,,400400400円円1,400円
定員15名
最少催行人員10名

Ａコース Ｂコース

集合場所

共通事項

ＪＲ大府駅（西口  無料バス乗り場）
日本旅行係員が受付・ご案内いたします。
ＪＲ大府駅からあいち健康プラザまでは無料送迎バスをご利用いただけます。

・旅行代金の中には、食事（昼１食）・入場・体験料金等が含まれます。
　※げんきの郷での足湯料金（100円）は旅行代金に含まれておりません。
・観光コースは徒歩またはタクシーをご利用いただき、添乗員がご案内いたします。
・交通渋滞・道路状況等により、遅れる場合があります。

コースについて 以下のメニューは一部コース共通です。
♪Ａ・Ｃ・Ｄコース共通
1 簡易健康度評価 ・・・・・・・・・・・

2 ウォーキング講習＆実技・・・
　
♪Ｂ・Ｅ・Ｆコース共通
1 健康科学館ガイドツアー・・・

体の不思議を学ぼう！体の不思議を学ぼう！
あいち健康プラザ健康科学館 どきどきガイドツアー！あいち健康プラザ健康科学館 どきどきガイドツアー！

あいち健康の森薬草園イメージ
（写真提供 :あいち健康の森薬草園）

あいち健康プラザ健康科学館
（写真提供 :あいち健康プラザ）

げんきの郷　足湯イメージ
（写真提供 :げんきの郷）

あいち健康の森わくわく体験　

愛知県大府市発ヘルスツーリズム日帰りツアー !!　全６コース

愛知県
大府市
発
ヘルスツーリズム

あいち健康の森
大府市と東浦町にまたがる約９０haのエリアで、国内有数の
「健康づくり」「医療」「福祉」の専門施設が集積しており、「あい
ち健康プラザ」「あいち健康の森公園」「あいち健康の森薬草
園」「げんきの郷」などがあります。

あいち健康プラザ
健康づくりの総合施設。 健康状態や生活習慣を総合的に
チェックし、 その人に合った健康づくりプログラムを提案する
「健康開発館」やからだや健康を楽しみながら学ぶことができ
る「健康科学館」などがあります。

問診・身長・体重・血圧・腹囲・運動能力チェック等
ジョギングトラックでのウォーキング講習＆実技を受けていただきます。
（健康運動指導士による正しい姿勢や歩き方、フォームチェックなどの指導）

展示室Ⅰ「からだの科学」、展示室Ⅱ「健康の科学」、展示室Ⅲ「脳の科学」など、
“健康” について楽しくわかりやすくご案内いたします。

コース№ C3450155-018 コース№ C3450155-019



お申し込み・お問い合わせ

株式会社日本旅行 名古屋予約センター
〒460-0008 名古屋市中区栄2-11-30 セントラルビル1F
観光庁長官登録旅行業第２号　㈳日本旅行業協会正会員　総合旅行業務取扱管理者／八津裕子

TEL 052-855-22770570-666-501
営業時間／10:00～17:00（年中無休）
総合旅行取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。ご旅行契約に関しご不明な点があればご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

観光庁長官登録旅行業第２号 （社）日本旅行業協会正会員　〒460-0008 名古屋市中区栄2-11-30セントラルビル1F

中部MICE営業部 Tel 052-232-6710  Fax 052-232-6711
総合旅行業務取扱管理者　齋藤信仁　●受付時間 月～金 10:00～18:00（土日祝休）

中相15-056

旅行条件書 お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。

当パンフレットは次の条件に基づきます。
１．募集型企画旅行契約
この旅行は㈱日本旅行中部MICE営業部（以下「当社」といいます。）が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当
社と募集型企画旅行契約を締結することになります。なお、募集型企画旅行契約の内容・条件は、当パンフレットに記載されている条件のほか、
ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１） 申込書に所定事項をご記入のうえ、申込金（旅行代金）を添えてお申し込みいただきます。
（２） 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みの場合、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算し
　 て３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。
（３） 募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立したものとします。
３．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日前にあたる日より前にお支払いいただきます。

４．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開
始日の前日から起算してさかのぼって３日前にあたる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１） パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等諸税、及び添乗員同行費用が含まれます。
（２） 旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除をすることができます。なお、取消日とは、お
客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。

７．個人情報の取り扱いについて
①当社では、お客様からご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受
　領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
②その他、当社の個人情報の取り扱いにつきましては、当社ホームページ（http://www.nta.co.jp）をご参照ください。
③個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先　㈱日本旅行中部MICE営業部（担当 酒井仁志 TEL:052-232-6710）

８．ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2015年12月1日を基準としています。また旅行代金は2015年12月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

取消日
取消料

11日前
無  料

10～8日前
20%

7～2日前
30%

前  日
40%

当  日
50%

旅行開始後及び無連絡不参加
100%

開催日

料金

対象者：高校生以上

9:00～16:15
1/20水 4,6004,600円円4,600円 定員15名

最少催行人員10名

開催日

料金

対象者：高校生以上

9:00～16:00
2/10水 2,2002,200円円2,200円 定員15名

最少催行人員10名

開催日 対象者：小学生以上

9:30～16:25
1/26火 定員15名

最少催行人員10名

Ｃコース Ｄコース

Ｅコース Ｆコース

開催日

料金

対象者：20 歳以上

9:30～17:00
2,7002,700円円2,700円料金 大人 11,,900900900円円1,900円

小中学生11,600600600円円1,600円
定員15名
最少催行人員10名2/16火 2/17水

新鮮野菜のお買物とハーブ園散策新鮮野菜のお買物とハーブ園散策
甘味ぎっしり!初春苺狩り体験甘味ぎっしり!初春苺狩り体験

健康マイスターの洋菓子店シェフによる健康マイスターの洋菓子店シェフによる
お菓子作り体験とお買物お菓子作り体験とお買物

法話・座禅で心の健康！法話・座禅で心の健康！
圧巻70点の盆梅展で早春満喫圧巻70点の盆梅展で早春満喫

利き酒のお楽しみも！利き酒のお楽しみも！
蔵のまち半田ゆったり散策蔵のまち半田ゆったり散策

9:30 JR大府駅集合（無料送迎バスにてあいち健康プラザへ）
10:00 健康科学館ガイドツアー（あいち健康プラザ）―
12:00 ヘルシーランチのご昼食（あいち健康プラザレストラン
「花の木」）― 13:00 お菓子作り体験
（あいち健康プラザ）―《タクシー》― 
15:45 お買物（ローザンヌ洋菓子店）
―《タクシー》― 16:00 解散（あいち健
康プラザ）

ローザンヌ洋菓子店
（写真撮影 :日本旅行）

9:00 JR大府駅集合（無料送迎バスにてあいち健康プラザへ）
9:30 簡易健康度評価・ウォーキング講座（あいち健康プラザ）
12:00 ヘルシーランチのご昼食（あいち健康プラザレストラン
「花の木」）―《タクシー》―
13:10 法話・座禅体験（常福寺）―《タ
クシー》―14:05 大府盆梅展（大倉公
園）―《タクシー》―
15:10 大府特産　お菓
子のお買物（みどりや・常
川屋）―《タクシー》―
16:15 解散（JR大府駅）

大府盆梅展
（写真提供 :大府商工会議所）

9:00 JR大府駅集合（無料送迎バスにてあいち健康プラザへ）
9:30 簡易健康度評価・ウォーキング講座（あいち健康プラザ）
12:00 ヘルシーランチのご昼食（あいち健康プラザレストラン
「花の木」）―《徒歩》―13:00 お買物・足湯（げんきの郷）―《徒
歩》―14:00 苺狩り（深谷農園）―《タクシー》―15:10 ハー
ブのお話とホットドリンクご賞味・ハーブのお土産付♪（玲子
ガーデンファーム）―《タクシー》
16:15 解散（JR大府駅）

苺イメージ げんきの郷はままる市場
（写真提供 :げんきの郷）

9:30 JR大府駅集合（無料送迎バスにてあいち健康プラザへ）
10:00 健康科学館ガイドツアー（あいち健康プラザ）―
12:00健康花かご膳のご昼食（げんきの郷　だんらん亭）―
《徒歩》―13:00お買物・足湯等　自由散策（げんきの郷）
―《タクシー》―13:50半田蔵のまちガイドツアー（半田運
河）―14:00見学と利き酒（國盛　酒の文化館）―15:00
見学（旧中埜半六亭～
紺屋街道～）―16:00
見学（半田赤レンガ建
物）―《徒歩》―
17:00　解散（名鉄住
吉町駅）

半田赤レンガ倉庫
（写真提供 :半田市観光協会）

昼食イメージ
（写真提供 :げんきの郷）

ヨーグルト
（ ）

雑穀米
【 】
（ ）

揚げない唐揚げ
～湯葉衣～
（ ）

ベイクドエッグ
（ ） メロン

（ ）

切り干し大根のサラダ
（ ）

豆トマト煮
（ ）

フレッシュ
サラダボール
（ ）

ほうれん草と
きのこのお浸し
（ ）

紫芋のポタージュ
（ ）

コーヒー
（ ）

エネルギー 644Kcal
  塩分 2.7g

コース№ C3450155-022 コース№ C3450155-023

コース№ C3450155-020 コース№ C3450155-021

主催：あいち健康の森健康長寿フェスティバル実行委員会
※この事業はあいち健康の森健康長寿フェスティバル実行委員会（愛知県、大府市、東浦町などで構成）事業（あいち健康の森ヘルスツーリズム企画運営業務委託事業）により行うものです。

アンケートご協力のお願い　ツアー中、お客様の健康づくりとツアーの魅力向上のため、アンケートのご記入をお願いしております。ご協力をお願いいたします。


