
出発日 (2018年) 「平成から江戸時代にタイムスリップ」 
夏には河内音頭が響き渡り、枝豆・若ごぼうなどの近郊農業も盛んな八
尾市。「観光地」というイメージは少ないですが、一歩奥に踏み込めば
そこには江戸時代からの寺内町や旧奈良街道の風情ある町並みが広がり
ます。天然温泉＋舞踊ショーも組み込んだ大変お得な人気コースです。
ヤオはヤミツキになりますよ！ 

    26      9(女性のみ） 
    18                  26 

＜行程概要＞8:45-16:45 / 8時間 
JR平野駅―八尾市―寺内町町歩き・天
然温泉と舞踊ショー－JR平野駅 

出発日 (2018年) 「観光地ではない歴史の町、平野」 
かつての環濠自治都市である平野郷には、歴史的な見所や町ぐるみ博物
館などのおもしろスポットが点在しています。しかし平野はいわゆる観
光地ではありません。人々が暮らす町です。このコースでは、町の方々
とのおしゃべりやお寺での瞑想体験等を少人数で楽しんで頂きます。一

般的な観光ツアーでは味わえない身近な「非日常感」を体験して下さい。 

12月20日までの平日 
(除外日：毎週水曜日＆毎月21，28) 
*まずはお問合せ下さい。 
*このツアーは町民の皆さんにご協力頂い
て実施しております。 

＜行程概要＞9:00-15:30 /6時間30分
JR平野駅―平野郷巡り。杭全神社、大

念佛寺、刀博物館、全興寺（地獄堂＆
ほとけのくにで瞑想）－JR平野駅 

出発日 (2018年) 「堺に行くなら、今でしょ！」 
世界最大級中の仁徳天皇陵古墳や、同市出身で日本人なら誰でも知って
いる千利休＆与謝野晶子の記念館等がある堺市。2019年に古墳群の世
界遺産登録が実現すると、大阪初の世界遺産として注目度が一気にアッ
プし観光客も大幅に増加することが予想されます！その前にゆっくり堺

を歩いてみませんか？お点前(抹茶と和菓子）付♪  

    6,13,20,27 
    4,11 
    1,8,15,22,29 
    12,19  

＜行程概要＞9:00-17:00 / 8時間 
JR平野駅―堺市―仁徳天皇陵古墳・日

本庭園・展望フロア・さかい利晶の杜、
伝統産業博物館－阪堺線天王寺駅 

旅行企画・実施 大阪府知事登録旅行業第3-2907号 

株式会社おもしろ旅行社（本社） 

〠547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町3-12-2 
募集型企画旅行実施可能区域  
【大阪市、豊中市、吹田市、摂津市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、松原市、堺市、尼崎市】 
総合旅行業務取扱管理者：外山 比呂美  営業時間:月~金 9:00-17:00土日祝休み★ご訪問前にご連絡下さい  ホームページ：HP:http://www.omoshiro.jpn.com/ 

N18-003 <八尾市> 400年前にタイムスリップ!寺内町と天然温泉(舞踊ショー付) 

詳細なパンフレットはお問合せ下さい。 
info@omoshiro.jpn.com又は06-7508-3725 

＊旅行代金は当日添乗員にお支払下さい 

日帰り・添乗員同行 

昼食・観光・交通費*込み！ 
*平野郷は徒歩のみのため交通費無し 

事前申込金無し 

最大でも10名迄の少人数制 

公共交通機関＋徒歩で観光 

平日/日中に行くツアー 

最少催行人員：4名 

<堺市> 利晶のもりと仁徳陵古墳、世界遺産目前の堺へ！ N18-001 

＊一人当旅行代金（大人/子供同額） 

6月 

7月 

8月 
9月 

＊全て水曜日 

<平野郷> ”感風“の町平野郷deアットホームな非日常体験を N18-002 

6月 8月 
7月 

最少催行人員：2名 

最少催行人員：4名 

＊天王寺合流も可 

事前申込制 

外国の方もOK 

9月 



Departure (2018) 「NOT so called“touristic”town, 
   BUT too Unique &Historical town ,Hirano」 
Hirano Township, the former ring moat autonomous city, is 
dotted with interesting spots such as historic sights and town 
museums. It is a city where people live. In this course you will 
enjoy chatting with the people of the town and meditation 
experience at the temple. Please experience the "non-everyday 
feeling" which can not be experienced with general sightseeing 

tours. Some foreigners already joined & enjoyed Hirano Tour!  

Week day till 20Dec 
(Except: Wed day＆Every 21，28) 
*Contact us 
 

＜Itinerary＞9:00-15:30 /6Hours30m 
Meeting at JR-Hirano st.-Walking tour in 
Hirano old town.Kumata Shrine, 
Dainenbutsu Temple,Sword Museum, 
Senkoji Temple（Hell Hall＆Medidation 
experience）－Ends at JR-Hirano st 

Departure (2018) 「Now is the time to visit to Sakai！」 
Sakai City which has the world's largest Ex-Emperor Tomb 
burial mound and a memorial hall of Tea master”Sen no 
Rikyu” & poet “Yosano Akiko” who are from this city. When 
the World Heritage registration of the ancient tomb group is 
realized in 2019, it is expected that attention will rise as first 
world heritage of Osaka.Then the number of tourists will 
increase dramatically! Why do not you walk down Sakai slowly 

before that?   

     6,13,20,27 
     4,11 
     1,8,15,22,29 
     12,19  

＜Itinerary＞9:00-17:00 / 8Hours 
Meeting at JR-Hirano or Tennoji st.-Sakai 
city-Tumulus of ex-emperor・Japanese 
Garden・View floor・Rishonomori 
museum・Craft museum-Ends at Tennoji 
st 
**Tea ceremony is included  

＊Please pay on the spot to guide 

Day Trip with English Speaking Guide 
 
Lunch,Entrance, transportation fee 
(Except Hirano),guide  are  included!! 

 

No deposit needed 

Max 10 Guests 

Public Transportation+walking 
*Hirano tour is only walking 

Week day/Day time 

Min:4Guest～ 

<Sakai city> Enjoy traditional world! N18-001 

＊Tour Fee/Guest（Adult/Child） 

JUN 
JUL 

SEP 

＊All Wed Day 

<Hirano> Real Extraordinary Tour of Osaka N18-002 

Reservation 
Only  

Mixed Tour with 
Japanese 

AUG 

Min:2Guest～ 

Planning&Operation by 

OMOSHIRO TRAVEL CO.,LTD  
info@omoshiro.jpn.com   Tel:+06-7508-3725   
Address:3-12-2 Hiranohonmachi,Hirano-ku,Osaka,547-0044 Japan 
HP: http://www.omoshiro.jpn.com/ 
Government registered Travel Agency License No.3-2907(Osaka) 
Licensed Travel Supervisor:Hiromi Toyama 
【Cities for Public Offering Tour】
Osaka,Toyonaka,Suita,Settsu,Moriguchi,Kadoma,Daito,Higashiosaka,Yao,Matsubara,Sakai,Amagasaki 

Detail brochure is 
available from HP or 
contact us! 


