
さとやま民泊
TOUR SCHEDULE

 期間 2022.06.18(土) 〜 09.23(金・祝)

そのままがとっておき
〜 奈良市東部山間地域 〜

「さとやま⺠泊」とは、奈良市の東部地域（⽥原、柳⽣、⼤柳⽣、東⾥、狭川、⽉ヶ瀬、都祁）において、

⾥⼭を体感することができる体験型観光全般を指す広義のことばで、奈良市の造語です。

 

NARA��

4.おしゃれなステンドグラス作り体験

さとやまのレトロな⼯房で、オリジナルのステンドグラス作り体験をしませんか?ヨーロッパ各地のステンドグラスを中⼼に、

建築に使われる⾦物や照明器具なども⼯房で⾒学することが出来ます。現地集合@ものづくり⼯房&喫茶「メリーガーデン」

（奈良市横⽥町298）※路線バスの場合、⽥原横⽥(奈良交通)下⾞。 スタッフがお待ちしています。  

(スケジュール)11:00集合 -- 体験スタート -- 昼⾷ / ⽥原やま⾥弁当 -- 15:00終了

☆ご参加者にお⼟産のちょっぴりプレゼント!

7/23
(⼟)

最少催⾏⼈員 5名様 募集⼈員8名様

　　　　　旅⾏代⾦ 7,043円(税込)

現地集合・解散 ランチ付き 

※ツアー詳細はQRよりご覧頂けます。

1.⽥原を満喫♡⼤和茶と⽥園ハイキングツアー

専⽤バス利⽤ 宿泊(１泊2⽇) 4⾷付き

記紀万葉ゆかりの⽥原を満喫するツアーです。万葉に関係する歴史を紐解きながら、⼤和茶の産地としての⾒学・体験、 

そして、河瀨直美さんの撮影ロケ地を訪れます。 集合@近鉄奈良駅⾏基像前

(スケジュール) 1⽇⽬ 9:30バス出発 = ⽵⻄農園 ・ 遊茶庵での闘茶会(とうちゃかい)体験・茶畑散策・お茶淹れ講座 -- 昼⾷

= ⽥原地区を中⼼に分泊 / 2⽇⽬ 9:30出発 = 10:00 ART＆CAFÉ ⽔仙⽉で紙すき体験 ・ 昼⾷--12:30⽥原ハイキング（殯

(もがり)の森ロケ地・光仁(こうにん)天皇陵・太安萬侶(おおのやすまろ)の墓）-- ⽥原やま⾥市場（お買物） = 15:00近鉄奈良

駅/JR奈良駅 解散　

☆ご参加者にお⼟産のちょっぴりプレゼント!

最少催⾏⼈員10名様 募集⼈員15名様 

           旅⾏代⾦ 34,614円(税込)

6/18
(⼟)
6/19
(⽇)

 

2.⼤和茶を紅茶にアレンジ

MY 「和紅茶づくり」 体験

現地集合・解散　ランチ付き

⼤和茶の産地で知られる⽥原。⼤和茶を紅茶にアレンジ! さとやまでの「和紅茶づくり」体験をしませんか? 茶⼭・茶⼯場の⾒学

も⾏います。 現地集合@⽥原東雲(しののめ)共同製茶⼯場（奈良市⽇笠町647）※路線バスの場合、⽥原⼤野(奈良交通)下⾞。

スタッフがお待ちしています。 

(スケジュール)11:00集合 -- ⽥原ナチュラル・ファームで体験スタート -- 昼⾷ / ⽥原やま⾥弁当 -- 15:00終了

最少催⾏⼈員5名様 募集⼈員10名様

           旅⾏代⾦ 6,468円(税込)

7/16
(⼟)

3.柳⽣観光協会専任ガイドと⾏く

柳⽣街道 滝坂の道 ウォーキング

奈良市街地から円成寺（忍辱⼭(にんにくせん)町）まで続く、柳⽣街道（滝坂の道）を柳⽣観光協会専任歴史ガイドと共に歩きま

す。円成寺では、住職による歴史解説も⾏います。 集合@近鉄奈良駅⾏基像前

(スケジュール)9:00集合 -- ウォーキングスタート 滝坂の道 -- 12:00 昼⾷ -- 15:00円成寺(拝観) -- 解散

※各⾃奈良交通路線バス乗⾞(16：07発『忍辱⼭』 ＪＲ奈良駅⻄⼝⾏き） ☆⼤和茶ペットボトル1本プレゼント

現地集合・解散　ランチ付き 最少催⾏⼈員10名様 募集⼈員20名様 

            旅⾏代⾦ 3,621円(税込)

7/18
(⽉・�)

IG FB



5.旧柳⽣中学校DEキャンプ

6.柳⽣観光協会専任ガイドと⾏く

柳⽣街道フルコースウォーキング

7.おくどさん(かまど)で

おひるごはん作り体験

現地集合・解散 宿泊(１泊2⽇)1⾷付き 

現地集合・解散 宿泊(１泊2⽇) 4⾷付き

現地集合・解散 ランチ付き 

ペルセウス座流星群が極⼤を迎えると⾔われる8⽉13⽇に、旧柳⽣中学校でキャンプをしませんか？

さとやまで⽇本の夏休み体験。廃校になった「旧柳⽣中学校」でのキャンプ企画! 現地集合@旧柳⽣中学校（奈良市柳⽣町212-2）

(スケジュール) 1⽇⽬ 13:00受付開始 -- 20:00柳⽣怪談・ 肝試し・天体観測 / 2⽇⽬ 08:00ラジオ体操 -- 10:00⽵光ワーク

ショップ(⽵箸作り)--11:00流しそうめん--12:00 終了 ※テント等のキャンプ⽤品は持参下さい。

奈良市街地から、信仰の場であった笠置⼭まで歩く、柳⽣街道1泊2⽇のウォーキングツアー。

柳⽣観光協会専任歴史ガイドと共に歩きます。 集合@近鉄奈良駅⾏基像前

(スケジュール) １⽇⽬09:00集合 -- 柳⽣に向け出発 -- (滝坂の道) -- 昼⾷ -- 円成寺⾒学 -- (剣豪の道) -- 16:00各宿着（分

泊）/ ２⽇⽬ 08:30朝⾷ -- 09:30⼀⼑⽯、芳徳禅寺(ほうとくぜんじ)観光 和尚による講話 -- (笠置の道) -- 12:00笠置寺到着、

⾃然公園で昼⾷/弁当:久保⽥亭 --13:00 修験道の⾏場巡り -- 14:30笠置駅解散

おくどさん(かまど)を使って、地元の⾷材を活かした、ご飯とお味噌汁を作りましょう! 「⽕」を取り扱うことが少なくなってきた、

今の時代。 昔ながらの⽥舎体験をしてみませんか？現地集合@奈良柳⽣邸（奈良市柳⽣町３８３） 

※路線バスの場合、柳⽣(奈良交通)下⾞

(スケジュール)10:30集合 -- 材料⼊⼿・調理スタート -- おくどさん（かまど）の「⽕」くべ -- 昼⾷ -- 14:00終了

新型コロナウイルス感染予防への対応について
有限会社オクダでは、お客様及び当社スタッフや地域の皆様に対して、国や⾃治体・各業界の対策ガイドラインに基づく対策を徹底し、安⼼してご利⽤頂けるよう取り組んで参ります。
ご参加の際にはマスクを着⽤して下さい。 
体調がすぐれない⽅や発熱のある⽅はご参加をご遠慮下さい。

旅⾏業における新型コロナウイルス対応ガイドライン (第三版)
⽇本旅⾏業協会/全国旅⾏業協会 2021年11⽉22⽇　　https://www.jata-net.or.jp/virus/211122_tourguideline.html

旅⾏条件
 ①この旅⾏は、当社、有限会社オクダが企画・募集し実施する国内旅⾏であり、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(以下、「旅⾏契約」という)を締結することになります。
   また、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット・ホームページ等)の各コースにごとに記載されている条件のほか、本旅⾏条件書、最終旅⾏⽇程表及び当社の「旅⾏業約款
   (募集型企画旅⾏契約の部)」(以下、「募集型企画旅⾏約款」という)によります。 ※お申し込みの際には必ず旅⾏条件書(全⽂)を受け取るか当社ホームページにてご確認の上お申し込み下さい。
 ②当社所定の申込書に所定の事項を記⼊し、おひとり様につき申込⾦⼜は旅⾏代⾦全額を添えてお申し込み頂きます。
   申込⾦は旅⾏代⾦、取消料⼜は、違約料のそれぞれの⼀部として取り扱います。
 ③取消料(おひとり様につき)
   ・⽇帰りツアー[旅⾏開始⽇の前⽇から起算して11⽇前]無料 [〃10⽇⽬以降]旅⾏代⾦の20% [〃7⽇⽬以降]旅⾏代⾦の30% [旅⾏開始の前⽇]旅⾏代⾦の40% 
    [旅⾏開始⽇の当⽇]旅⾏代⾦の50% [旅⾏開始後⼜は無連絡不参加]旅⾏代⾦の100%
   ・貸切バスまたは宿泊ツアー[旅⾏開始⽇の前⽇から起算して21⽇前]無料 [〃20⽇⽬以降]旅⾏代⾦の20% [〃7⽇⽬以降]旅⾏代⾦の30% [旅⾏開始の前⽇]旅⾏代⾦の40% 
    [旅⾏開始の当⽇]旅⾏代⾦の50% [旅⾏開始⼜は無連絡不参加]旅⾏代⾦の100%
    ※お申し込み後、コロナウイルス感染症の診断を受けた⽅と濃厚接触された疑いがある場合は、当社までご連絡下さい。
  ④その他旅⾏条件につきましては、ご契約時にお渡しする募集型企画旅⾏条件書によります。
  ⑤この旅⾏条件の基準⽇と旅⾏代⾦の基準⽇は2022年5⽉10⽇(⽕)となります。

ご注意
 ・⾬天実施。悪天候及びコロナ感染拡⼤が予想される場合は中⽌させて頂く場合がございます。中⽌時は全額返⾦(返⾦に伴う振込⼿数料はお客様にご負担頂きます)。
  中⽌の連絡は前⽇17時までに⾏います。※中⽌規定につきましては、奈良市東部地域観光案内サイト「ならのはるをめざして」内の「⾏事・イベント」よりご確認下さい。
 ・ご旅⾏の時期や気象状況等によって写真の⾵景は実際と異なる場合がございます。
 ・季節によって夜間の冷え込みが予想されます。各⾃で冷え込み対策をお願い致します。
 ・バスツアーは、貸切バスを利⽤致します。 利⽤バス会社 : (株)⼤和ジェット観光バス  
 ・宿泊施設は1名様1室∼7名様1室まで対応いたします。ご予約の際にご希望を担当者までお伝え下さい。 【宿泊施設⼀覧】⽥原ようき亭、奈良春⽇野亭、奈良柳⽣邸、おやど三浦、久保⽥亭、⼗六夜⼭荘
  (ご予約状況によってご希望に添えない場合もございます。ご了承下さい。)
 ・全てのコースに添乗員が同⾏致します。

さとやま⺠泊ツアー 実施に係る中⽌規定
[新型コロナウィルス]
※以下のいずれかに該当しているとき、ツアーは中⽌する。
・奈良市における「モニタリング(監視)結果」において、開催⽇の１週間前時点で直近3⽇間全てが「⾚」の区分に該当する場合
・開催⽇の前⽇∼１週間前までの間で、奈良県で「まん延防⽌等重点措置」⼜は「緊急事態宣⾔」が発令されているとき

[警報発令時]
※前⽇16時∼解散までの間に警報が発令されたとき
・警報発令時は、原則屋内⾏程のみの実施とする
 また、屋外⾏程の前後などに屋内⾏程がある場合は以下の通りとする。
 『屋内A→屋外→屋内B』 → 『屋内A→屋内B』と⾏程を変更する ご予約・お問い合わせ : 有限会社オクダ奈良⽀店 

TEL: 050-5438-7276 (担当者直通) / info-yagyu@officeokuda.com 
旅⾏企画・実施 : 有限会社オクダ奈良⽀店 ⼤阪府知事登録 3-2265号 ⼀般社団法⼈ 全国旅⾏業協会 (ANTA) 正会員 〒630-1237 奈良県奈良市柳⽣町359-3

国内旅⾏業取扱管理者 中⾕良⼀

このツアーは、奈良市が有限会社オクダと連携し、有限会社オクダが企画・実施する旅⾏です

最少催⾏⼈員 30名様 募集⼈員40名様

             旅⾏代⾦ 4,343円(税込)

最少催⾏⼈員 10名様 募集⼈員20名様

            旅⾏代⾦ 17,434円(税込)

最少催⾏⼈員  2名様 募集⼈員8名様

            旅⾏代⾦ 2,481円(税込)

8/13
(⼟)
8/14
(⽇)

 

9/17
(⼟)
9/18
(⽇)

 

9/23
(金・�)

・募集型企画旅⾏実施可能区域 奈良県(奈良市、⽣駒市、⼤和郡⼭市、天理市、桜井市、宇陀市、⼭添村)、京都府(精華町、⽊津川市、笠置町、南⼭城村)、三重県(伊賀市)
・さとやま⺠泊 協⼒：奈良市、柳⽣観光協会、柳⽣茶屋、ものづくり⼯房&喫茶「メリーガーデン」、⽵⻄農園遊茶庵、奈良春⽇野亭、⽥原ようき亭、ART＆CAFÉ ⽔仙⽉、⽥原やま⾥市場

⽥原やま⾥弁当 ⽥原ナチュラル・ファーム、円成寺、芳徳禅寺、笠置寺、おやど三浦、久保⽥亭、奈良柳⽣邸、⼗六夜⼭荘 (順不同)

<凡例> - - 徒歩 /  ==バス 


