
飯田10：30頃～東北信13：30頃＝柏崎ぎおん祭り・海の大花火大会
（16：30頃着～21：10頃予定）＝各地（深夜～早朝）
飯田10：30頃～東北信13：30頃＝柏崎ぎおん祭り・海の大花火大会
（16：30頃着～21：10頃予定）＝各地（深夜～早朝）
飯田10：30頃～東北信13：30頃＝柏崎ぎおん祭り・海の大花火大会
（16：30頃着～21：10頃予定）＝各地（深夜～早朝）

クーポンで実質
7,800円！
クーポンで実質
7,800円！
クーポンで実質
7,800円！

更
に
！

更
に
！

19,900円（税込）19,900円（税込）19,900円（税込）

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

24,900円（税込）24,900円（税込）24,900円（税込）8,900円（税込）8,900円（税込）8,900円（税込）

岡谷始発～中北信～佐久
7/3㈪  8/25㈮  9/23㈯ 15㈮  10/16㈪ 26㈭ 29㈰
飯田始発～諏訪～山梨
7/7㈮  8/30㈬  9/11㈪ 30㈯  10/13㈮ 19㈭ 28㈯

岡谷始発～中北信～佐久
7/3㈪  8/25㈮  9/23㈯ 15㈮  10/16㈪ 26㈭ 29㈰
飯田始発～諏訪～山梨
7/7㈮  8/30㈬  9/11㈪ 30㈯  10/13㈮ 19㈭ 28㈯

26,900円（税込）
25,900円（税込）
22,900円（税込）
26,900円（税込）
25,900円（税込）
22,900円（税込）

イス席観覧席（1名）
ペア席観覧席（2名）

レジャーシート観覧席（4名）

イス席観覧席イス席観覧席（1名）（1名）
ペア席観覧席ペア席観覧席（2名）（2名）

レジャーシート観覧席レジャーシート観覧席（4名）（4名）

イス席観覧席（1名）
ペア席観覧席（2名）

レジャーシート観覧席（4名）

旅行代金（お１人様） 食事なし旅行代金（お１人様） 食事なし

【日帰り】飯田3：00頃～東北信6：30頃＝大曲全国花火競技会
場＝各地 翌8：30頃～11：30頃

●1年間12回で一周140kmを完歩し、2回で富士山頂上
まで制覇します。●ピースを１２個集めてオリジナルパズ
ルを完成させましょう!●ウォーク
後に温泉入浴します。お食事処又
はお弁当付き！◎安心のウォーク
ガイドがご案内を致します。

●1年間12回で一周140kmを完歩し、2回で富士山頂上
まで制覇します。●ピースを１２個集めてオリジナルパズ
ルを完成させましょう!●ウォーク
後に温泉入浴します。お食事処又
はお弁当付き！◎安心のウォーク
ガイドがご案内を致します。

●1年間12回で一周140kmを完歩し、2回で富士山頂上
まで制覇します。●ピースを１２個集めてオリジナルパズ
ルを完成させましょう!●ウォーク
後に温泉入浴します。お食事処又
はお弁当付き！◎安心のウォーク
ガイドがご案内を致します。

13,900円（税込）
全国割適用
6月末まで11,120円税

込▶
13,900円（税込）
全国割適用
6月末まで11,120円税

込▶

5/19㈮ 22㈪
5/24㈬ 25㈭
6/4㈰ 6㈫
6/10㈯ 13㈫ 16㈮

5/19㈮ 22㈪
5/24㈬ 25㈭
6/4㈰ 6㈫
6/10㈯ 13㈫ 16㈮

5/22㈪催行 26㈮催行 31㈬  6/4㈰催行5/22㈪催行 26㈮催行 31㈬  6/4㈰催行

旅行代金（お１人様）　※食事なし旅行代金（お１人様）　※食事なし

旅行代金（お１人様） 食事なし旅行代金（お１人様） 食事なし

5/30㈫  6/1㈭ 7㈬ 21㈬ 24㈯
28㈬ 7/7㈮ 18㈫ 22㈯
5/30㈫  6/1㈭ 7㈬ 21㈬ 24㈯
28㈬ 7/7㈮ 18㈫ 22㈯

5/25㈭
5/27㈯ 31㈬
6/1㈭ 3㈯ 7㈬
6/16㈮ 30㈮

5/25㈭
5/27㈯ 31㈬
6/1㈭ 3㈯ 7㈬
6/16㈮ 30㈮

【第4回】東北信4：00頃・飯田5：30頃～諏訪8：00頃＝本栖・
割石峠l本栖湖･本栖館昼食l青木ヶ原樹海l富岳風穴＝
温泉入浴＝各地18：30頃～22：30頃

クーポンで実質
5，920円～
6,920円！
クーポンで実質
5，920円～
6,920円！
クーポンで実質
5，920円～
6,920円！

更
に
！

更
に
！

　　6/12㈪ 17㈯ 7/17㈷ 24㈪
5/23㈫催

行 6/4㈰ 15㈭ 7/11㈫ 21㈮
　　6/12㈪ 17㈯ 7/17㈷ 24㈪
5/23㈫催

行 6/4㈰ 15㈭ 7/11㈫ 21㈮

岡谷IC～長野～佐久

どうする家康
家康誕生の岡崎城
名物ひつまぶし･家康御膳
岡崎市ドラマ館

どうする家康
家康誕生の岡崎城
名物ひつまぶし･家康御膳
岡崎市ドラマ館

洗馬宿から善光寺まで「善光寺街道」
1年間8回で完歩しましょう！
洗馬宿から善光寺まで「善光寺街道」
1年間8回で完歩しましょう！ 旅行代金（お１人様）　食事なし旅行代金（お１人様）　食事なし

20,000円（税込）
支援割
適用 17,000円税

込

▶20,000円（税込）
支援割
適用 17,000円税

込

▶

7月：13㈭ 15㈯
8月：24㈭ 26㈯
7月：13㈭ 15㈯
8月：24㈭ 26㈯

9,900円（税込）
支援割適用
6月末まで7,920円税

込▶
9,900円（税込）
支援割適用
6月末まで7,920円税

込▶

絢爛豪華な宝登山神社
創建2000年の秩父神社
パワースポットの三峯神社

絢爛豪華な宝登山神社
創建2000年の秩父神社
パワースポットの三峯神社

岡谷IC～長野経由～佐久IC
（上信越道経由）

岡谷IC～長野経由～佐久IC
（上信越道経由）

飯田IC～諏訪～一宮御坂IC
（中央道経由）

飯田IC～諏訪～一宮御坂IC
（中央道経由）

6/2㈮催行 20㈫ 30㈮
7/2㈰ 20㈭  8/21㈪
6/2㈮催行 20㈫ 30㈮
7/2㈰ 20㈭  8/21㈪

5/27㈯  6/5㈪ 23㈮ 26㈪
7/4㈫ 28㈮  8/17㈭
5/27㈯  6/5㈪ 23㈮ 26㈪
7/4㈫ 28㈮  8/17㈭

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）
クーポンで実質
15，000円！
クーポンで実質
15，000円！
クーポンで実質
15，000円！

更
に
！

更
に
！

クーポンで実質
9，920円！
クーポンで実質
9，920円！
クーポンで実質
9，920円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

クーポンで実質
7，920円～
8,920円！
クーポンで実質
7，920円～
8,920円！
クーポンで実質
7，920円～
8,920円！

更
に
！

更
に
！

クーポンで実質
7，920円～
8,920円！
クーポンで実質
7，920円～
8,920円！
クーポンで実質
7，920円～
8,920円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

※栃木県は予算終了しました※栃木県は予算終了しました※栃木県は予算終了しました

※予算終了しました※予算終了しました※予算終了しました

※新潟県は予算終了しました※新潟県は予算終了しました※新潟県は予算終了しました

※山梨県は予算終了しました※山梨県は予算終了しました※山梨県は予算終了しました

※予算終了しました※予算終了しました※予算終了しました

※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました

※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました

※山梨県は予算終了しました※山梨県は予算終了しました※山梨県は予算終了しました

※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました

※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました
※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました

※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました
※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました

※予算終了により
　旅行支援はありません
※予算終了により
　旅行支援はありません
※予算終了により
　旅行支援はありません

16,700円（税込）16,700円（税込）16,700円（税込）16,700円（税込）

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

12,400円（税込）
支援割適用
6月末まで9,920円税

込▶
12,400円（税込）
支援割適用
6月末まで9,920円税

込▶

クーポンで実質
5，920円～
6,920円！
クーポンで実質
5，920円～
6,920円！
クーポンで実質
5，920円～
6,920円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（中学生以上お１人様）旅行代金（中学生以上お１人様）

入場料込み入場料込み

食事なし食事なし
※愛知県は観光クーポンは付きません※愛知県は観光クーポンは付きません

※愛知県は観光クーポンは付きません※愛知県は観光クーポンは付きません

9,980円（税込）
支援割
適用 7,984円税

込

9,980円（税込）
支援割
適用 7,984円税

込
支援割
適用 7,984円税

込
支援割
適用 7,984円税

込

小学生8,980円税
込▶支援割

適用 7,184円税
込

2才～未就学児5,000円税
込▶支援割

適用 4,000円税
込

小学生8,980円税
込▶支援割

適用 7,184円税
込

2才～未就学児5,000円税
込▶支援割

適用 4,000円税
込

支援割
適用 7,184円税

込       
支援割
適用 4,000円税

込

支援割
適用 7,184円税

込       
支援割
適用 4,000円税

込

旅行代金（お１人様） 旅行代金（お１人様） 

14,900円（税込）
支援割適用
6月末まで11,920円税

込▼
14,900円（税込）
支援割適用
6月末まで11,920円税

込▼

飯田4：30頃～長野IC経由～東信8：30頃＝軽井沢駅b豪華観
光列車「ろくもん」/昼食・列車の旅をお楽しみ下さいb長野駅
=善光寺・仲見世通り散策＝各地15：00頃～17：30頃

【第3回】東北信5：30頃・飯田6：30頃～松本IC8：30頃＝刈谷原
峠口・岡田宿l伊深l刈谷原峠･お弁当l刈谷原宿l会田宿
lJAハイランド四賀＝湯の花･瑞祥＝各地16：30頃～18：30頃

東北信6：30頃・飯田8：00頃～諏訪10：00頃＝お台場ビッグトッ
プ【シルク・ドゥ・ソレイユ ダイハツ アレグリア -新たなる光-】（14：
00頃着・15：30開演～17：45頃発）＝各地21：00頃～24：30頃

飯田5：30頃～諏訪7：00頃／岡谷5：30頃～長野IC経由～東
信8：30頃＝ヤマトタケル伝説が残る宝登山神社＝秩父地場
産センター（お買物と昼食）＝創建2000年の歴史のある秩父
神社＝関東随一のパワースポットの三峯神社＝東信19：00頃
～岡谷21：30頃／諏訪19：00頃～飯田20：30頃

岡谷6：00頃～東北信9：00頃／飯田5：30頃～諏訪7：00頃＝栗
おこわ御膳昼食＝日光東照宮を巫女さんの案内付きでたっぷり見
学（三猿･陽明門･眠り猫･特別祈祷)＝各地17：30頃～21：00頃

東北信4：00頃～飯田8：00頃＝家康公ゆかりの瀧山東照宮
＝将軍家菩提寺の大樹寺＝家康戦勝祈願の伊賀八幡宮＝お
ぎ乃･ひつまぶし家康御膳昼食＝どうする家康大河ドラマ館＝
家康誕生の岡崎城＝松平家の産土神六所神社＝八丁味噌蔵
＝各地18：30頃～23：00頃

東北信・飯田5：00頃～諏訪7：00頃＝アクアライン＝海ホタル
休憩=ザ・フィッシュ（活あわび海鮮丼の昼食とお買物=金谷港
d東京湾フェリーd久里浜=各地20：00頃～23：00頃

東北信・飯田～諏訪（上記参照）＝東京宝塚劇場公演＝各地

東北信・飯田5：00頃～諏訪8：00頃＝東京のみならず日本中
からお客様が集まる三島うなぎの名店・桜家＝三嶋大社参拝
と門前町散策＝沼津港大型展望水門「びゅうお」・海産物買い
物＝各地16：30頃～20：00頃

東北信（2：00-9：00）～飯田（6：00-12：30）＝東幡豆･前島潮
干狩り＝海鮮ショッピング＝各地（17：00-20：00）～（21：
00-24：00）　※干潮時刻により、出発時間が異なります。

飯田6：00頃～東北信9：00頃＝魚のアメ横寺泊･茹でたて！ほっか
ほかの越の紅ガニ食べ放題と鮮魚のお買物＝道の駅ながおか花
火館ドームシアターと土産お買物＝各地17：30頃～20：30頃

しなの鉄道･大人気観光列車

“ろくもん”に乗車！
しなの鉄道･大人気観光列車

“ろくもん”に乗車！
「プリモフィト」洋食「プリモフィト」洋食

5/28㈰  6/25㈰  7/22㈯  8/6㈰  9/24㈰5/28㈰  6/25㈰  7/22㈯  8/6㈰  9/24㈰5/28㈰  6/25㈰  7/22㈯  8/6㈰  9/24㈰第3回 6/18㈰第3回 6/18㈰第3回 6/18㈰ 第4回 7/2㈰第4回 7/2㈰第4回 7/2㈰

昼食付

昼食付

昼食付
入浴付

昼食付
入浴付

昼食付
入浴付

景観と
ランチ
をご堪能！

景観と
ランチ
をご堪能！

景観と
ランチ
をご堪能！

5/22㈪ 30㈫  6/22㈭ 26㈪  7/6㈭ 21㈮5/22㈪ 30㈫  6/22㈭ 26㈪  7/6㈭ 21㈮

S席鑑賞S席鑑賞

房総東京湾クルーズと
豪
華活きあわび海鮮丼
房総東京湾クルーズと
豪
華活きあわび海鮮丼

一般公開!迎賓館赤坂離宮一般公開!迎賓館赤坂離宮

みんなで行こう！東幡豆
前島
海岸潮干狩り
みんなで行こう！東幡豆
前島
海岸潮干狩り

三島名物！司馬遼太郎も通った！
「桜家」の「極上うなぎ！」
三島名物！司馬遼太郎も通った！
「桜家」の「極上うなぎ！」

日光東照宮
巫女さんによる案内
将軍着座の間
特別祈祷
直会と記念品の贈呈！

日光東照宮
巫女さんによる案内
将軍着座の間
特別祈祷
直会と記念品の贈呈！

秩父三社めぐり秩父三社めぐり

高級果物メロン狩り
伊良湖メロン1玉狩り&お土産1玉
なんと2玉土産付！

高級果物メロン狩り
伊良湖メロン1玉狩り&お土産1玉
なんと2玉土産付！メロン1/2ご賞味メロン1/2ご賞味

Ⓒ宝塚歌劇団

安
政
3
年
創
業
！

安
政
3
年
創
業
！

　　　　　 6/28㈬  7/10㈪ 23㈰  8/30㈬ 
　　　　　　 　6/2㈮ 29㈭  7/21㈮  8/19㈯

　　　　　 6/28㈬  7/10㈪ 23㈰  8/30㈬ 
　　　　　　 　6/2㈮ 29㈭  7/21㈮  8/19㈯

12,400円（税込）
支援割
適用 9,920円（税込）
12,40012,400円（税込）円（税込）
支援割支援割
適用適用 9,9209,920円（税込）円（税込）
12,400円（税込）
支援割
適用 9,920円（税込）支援割適用
6月末まで9,920円（税込）支援割適用
6月末まで9,920円（税込）

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

家康御膳家康御膳家康御膳

※愛知県の日帰りク
ーポンはございません
※愛知県の日帰りク
ーポンはございません

地元専門ガイドがご案内！地元専門ガイドがご案内！地元専門ガイドがご案内！

クーポンで実質
9，920円～
10,920円！
クーポンで実質
9，920円～
10,920円！
クーポンで実質
9，920円～
10,920円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

14,900円（税込）
支援割
適用 11,920円税

込▶
14,900円（税込）
支援割
適用 11,920円税

込▶
東北信4：30頃・飯田5：00頃～諏訪7：00頃＝茶摘み体験･新
茶のテンプラ試食＝15種の寿司と甘海老･ひつまぶし･鰹タタ
キ等食べ放題＝駿府城公園＝どうする家康大河ドラマ館＝焼
肉膳の夕食＝各地19：30頃～22：30頃

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

12,400円（税込）
支援割
適用 9,920円税

込▶
12,400円（税込）
支援割
適用 9,920円税

込▶

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

12,400円（税込）12,400円（税込）12,400円（税込）

14,900円（税込）14,900円（税込）14,900円（税込）

12,400円（税込）12,400円（税込）12,400円（税込）

中北信4：30頃～山梨8：30頃／東北信5：30頃～飯田8：30頃＝家
康が信玄に敗れた三方原古戦場跡碑＝浜松八幡宮＝浜松名産のう
なぎ釜飯膳の昼食＝どうする家康浜松市大河ドラマ館l家康が17
年間過ごした出世城と言われる浜松城＝各地19：00頃～23：00頃

全県募集 5/26㈮ 6/1㈭ 19㈪
中北信（山梨経由） 5/20㈯ 6/9㈮ 28㈬

全県募集 5/26㈮ 6/1㈭ 19㈪
中北信（山梨経由） 5/20㈯ 6/9㈮ 28㈬

どうする家康ゆか
りの浜松を訪

ねて
この敗戦で家康が
 強くなった三方原古戦場
家康出世物語の浜松城
3/18オープン浜松ドラマ館
浜松名産うなぎ釜飯膳

どうする家康ゆか
りの浜松を訪

ねて
この敗戦で家康が
 強くなった三方原古戦場
家康出世物語の浜松城
3/18オープン浜松ドラマ館
浜松名産うなぎ釜飯膳

全県募集日全県募集日全県募集日

北中南信募集日

飯田IC～諏訪～一宮

6/12㈪ 21㈬6/12㈪ 21㈬

シルク・ドゥ・ソレイユ東京
公演

ダイハツ アレグリア -新たなる光-
シルク・ドゥ・ソレイユ東京

公演
ダイハツ アレグリア -新たなる光-

※チケット買取の為、40日前からキャンセル料が必要です。

【平日】開演13：30　北信・飯田7：00頃～諏訪9：00頃発
【土日】開演11：00　北信・飯田5：00頃～諏訪7：00頃発

寺泊名産 越の紅ガニ寺泊名産 越の紅ガニ
茹でたて！　　
ほっかほっかの釜あげ蟹食べ放題!
カニ2杯の土産付き！
刺身・番屋汁・御飯付

茹でたて！　　
ほっかほっかの釜あげ蟹食べ放題!
カニ2杯の土産付き！
刺身・番屋汁・御飯付

こ しこ し あ かあ か

ひ が し は ずひ が し は ず

全県募集日全県募集日 5/20㈯  6/4㈰ 27㈫5/20㈯  6/4㈰ 27㈫

ぐる
っと富士山麓一周lウォークぐる
っと富士山麓一周lウォーク

第4回：本栖から富岳風穴第4回：本栖から富岳風穴第4回：本栖から富岳風穴
12回プラス2回12回プラス2回

6/22㈭ 24㈯6/22㈭ 24㈯

北中南信北中南信 5/25㈭  6/17㈯5/25㈭  6/17㈯

5/20㈯催行 21㈰
6/3㈯ 4㈰ 17㈯ 18㈰
5/20㈯催行 21㈰
6/3㈯ 4㈰ 17㈯ 18㈰

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

9,900円（税込）
支援割適用
6月末まで7,920円税

込▶
9,900円（税込）
支援割適用
6月末まで7,920円税

込▶
東北信4：30頃・飯田6：30頃～諏訪8：00頃＝清滝駅10:30頃
bケーブルカーb高尾山駅l高尾山ハイキングl清滝駅
15:30頃＝各地18：00頃～21：30頃

各地（朝～午前）＝秘密の場所へ御案内します。山菜採りをお
楽しみ下さい＝昼食と温泉入浴＝各地（夕刻～夜）

東北信3：30頃・飯田～諏訪7：00頃＝東京湾アクアライン＝
海ホタル休憩＝海鮮丼昼食とお土産お買物＝日本一の枇杷
産地の富浦・ビワ狩り＝金谷港d東京湾フェリーd久里浜港
＝各地20：30頃～24：00頃

東北信4：30頃～伊那8：20頃＝高遠遠照寺の180種2千株の
ぼたん＝鳩吹公園11種3万本のつつじ＝焼き肉御膳の昼食
＝喬木村九十九谷公園・5万株のくりん草園＝道の駅とよおか
マルシェにてお買物＝各地16：30頃～20：30頃

東北信2：30頃・飯田4：00頃～諏訪6：00頃＝米空軍・横田基
地友好祭＝各地19：00頃～22：30頃

飯田5：00頃～諏訪6：30頃／岡谷6：30頃～東北信9：00頃＝
土合口e（ロ－プウェイで山々の紅葉を望みながらの空中散
歩15分）e天神平lネイチャーガイドさんの案内で天神平を
トレッキングl天神平e土合口＝各地17：00頃～21：00頃

東北信5：30頃・飯田6：30頃～松本8：30頃＝バスターミナル
l河童橋l明神橋l明神池l岳沢湿原l河童橋lバスター
ミナル＝各地16：30頃～21：00頃

東北信5：30頃・飯田8：00頃～駒ヶ根9：00頃＝菅の台＝しら
び平e千畳敷カールウォーキング･お弁当昼食eしらび平＝
菅の台＝早太郎温泉入浴＝各地16：10頃～19：00頃

東北信5：00頃・飯田6：00頃～松本8：00頃＝上高地バスター
ミナルl河童橋l氷壁の宿徳澤園(山の手作りカレー昼食)l
明神池l岳沢湿原l河童橋l上高地バスターミナル＝各地
18：00頃～21：00頃

東北信3:30頃・飯田4：30頃～松本6：30頃＝扇沢駅＝関電電
気バス＝黒部ダムl黒部湖g（ケーブルカー）黒部平e大観
峰＝（トロリーバス）＝室堂散策（高原散策・雪の大谷ウォーク
6/25まで）＝北信17：30頃～飯田20：30頃

昼食弁当付

6/5㈪ 16㈮
7/6㈭ 25㈫ 
8/1㈫ 28㈪
9/18㈷ 29㈮

6/5㈪ 16㈮
7/6㈭ 25㈫ 
8/1㈫ 28㈪
9/18㈷ 29㈮

自然を満喫！都心のオアシス
高尾山ハイキング
バ－ドウォッチング、森林浴
年間250万人が訪れる高尾山

自然を満喫！都心のオアシス
高尾山ハイキング
バ－ドウォッチング、森林浴
年間250万人が訪れる高尾山

松本山雅FCのOB選手
又はスタッフ同行予定
松本山雅FCのOB選手
又はスタッフ同行予定

ウォークウォーク

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

9,900円（税込）9,900円（税込）9,900円（税込）

どうする家康の駿府城
寿司15種と6大食べ放題と夕食の2食付き
茶摘み体験と新茶天婦羅試食

どうする家康の駿府城
寿司15種と6大食べ放題と夕食の2食付き
茶摘み体験と新茶天婦羅試食

東京宝塚劇場
宝塚歌劇
東京宝塚劇場
宝塚歌劇

星組7/25㈫ 8/25㈮星組7/25㈫ 8/25㈮
雪組7/8㈯残少雪組7/8㈯残少

※早期からキャンセル料がかかります。

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

19,900円（税込）19,900円（税込） 旅行代金（お１人様/大小同額）　食事なし旅行代金（お１人様/大小同額）　食事なし

18,900円（税込）18,900円（税込）18,900円（税込）

クーポンで実質

9，920円～
10,920円！
クーポンで実質

9，920円～
10,920円！
クーポンで実質

9，920円～
10,920円！

更
に
！

更
に
！

立山黒部
アルペンルート通り

抜け

雪の大谷ウォーク

立山黒部
アルペンルート通り

抜け

雪の大谷ウォーク
クーポンで実質
12，900円～
13,900円！
クーポンで実質
12，900円～
13,900円！
クーポンで実質
12，900円～
13,900円！

更
に
！

更
に
！

17,900円（税込）
支援割適用
6月末まで14,900円税

込▶
17,900円（税込）
支援割適用
6月末まで14,900円税

込▶
全県募集 6/1㈭ 14㈬  7/27㈭  8/13㈰

北中南信 6/9㈮  7/19㈬  8/11㈷

全県募集 6/1㈭ 14㈬  7/27㈭  8/13㈰

北中南信 6/9㈮  7/19㈬  8/11㈷

全県募集 6/1㈭ 14㈬  7/27㈭  8/13㈰

北中南信 6/9㈮  7/19㈬  8/11㈷

7/21㈮ 22㈯7/21㈮ 22㈯

7/17㈷7/17㈷

房
総枇杷狩り・東京湾クルーズ
高級果物ビワ食べ放題と海鮮丼昼食
房
総枇杷狩り・東京湾クルーズ
高級果物ビワ食べ放題と海鮮丼昼食

ヘリコプター体験飛行
河口湖猿まわし劇場と富士山眺望
ヘリコプター体験飛行
河口湖猿まわし劇場と富士山眺望

日本のチロル・下栗の里
天空のビューポイント
絶景そらさんぽ天竜峡
下栗そばの昼食

日本のチロル・下栗の里
天空のビューポイント
絶景そらさんぽ天竜峡
下栗そばの昼食

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

14,900円（税込）14,900円（税込）14,900円（税込）
旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

11,000円（税込）
支援割
適用 8,800円税

込▶
11,000円（税込）
支援割
適用 8,800円税

込▶

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様） クーポンで実質
7,800円！
クーポンで実質
7,800円！
クーポンで実質
7,800円！

更
に
！

更
に
！

14,900円（税込）
支援割
適用 11,920円税

込▶
14,900円（税込）
支援割
適用 11,920円税

込▶

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

16,900円（税込）16,900円（税込）
支援割適用
6月末まで13,900円税

込
支援割適用
6月末まで13,900円税

込
支援割適用
6月末まで13,900円税

込

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

9,900円（税込）9,900円（税込）
旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様） 9,900円（税込）9,900円（税込） 9,900円（税込）9,900円（税込）

9,900円（税込）9,900円（税込）

9,900円（税込）9,900円（税込）

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

クーポンで実質

7，920円～
8,920円！
クーポンで実質

7，920円～
8,920円！
クーポンで実質

7，920円～
8,920円！

更
に
！

更
に
！

12,400円（税込）
支援割適用
6月末まで9,920円税

込▶
12,400円（税込）
支援割適用
6月末まで9,920円税

込▶

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

東北信7：00頃・飯田8：00頃～諏訪南IC10：15頃＝山麓駅e
ゴンドラe山頂駅・20万本のドイツすずらんの山野草公園
l100万本の日本すずらんの入笠湿原l入笠山山頂l山野草
公園l山頂駅e山麓駅お買物＝各地16：15頃～20：30頃

佐久IC始発～北中信・南信募集日 5/31㈬ 6/11㈰
中野IC始発～東北中信募集日 6/10㈯

佐久IC始発～北中信・南信募集日 5/31㈬ 6/11㈰
中野IC始発～東北中信募集日 6/10㈯

専門おもてなしガイドがご案内専門おもてなしガイドがご案内
入笠山トレッキング入笠山トレッキング
120万本のすずらん
入笠すずらん山野草公園と入笠湿原
360度の大パノラマ

120万本のすずらん
入笠すずらん山野草公園と入笠湿原
360度の大パノラマ

入山料込・温泉込・昼食付

5/27㈯ 30㈫

山菜採りツアー山菜採りツアー
秘密の場所にご案内 山菜摘み後、昼食とご入浴

小型バス22名様限定

わらび狩り！わらび狩り！

上高地専門ネイチャーガイドがご案内上高地専門ネイチャーガイドがご案内
二輪草咲く奥上高地トレッキング
徳澤園のランチ
二輪草咲く奥上高地トレッキング
徳澤園のランチ

旅行代金（お１人様） 食事なし旅行代金（お１人様） 食事なし

11,900円（税込）11,900円（税込）
飯田5：30頃～東北信8：30頃＝ホテルジャパン志賀・根曲が
り竹の子狩＝木戸池バス停l田ノ原湿原l三角池l信州大
学自然教育園l下の小池lワタスゲ平l蓮池＝信州フルー
ツランド買い物＝各地16：00頃～19：00頃

6/9㈮ 13㈫ 17㈯6/9㈮ 13㈫ 17㈯

安心の専門ガイドがご案内！安心の専門ガイドがご案内！

白馬山のネイチャーガイドがご案内！白馬山のネイチャーガイドがご案内！ネイチャーガイドがご案内！ネイチャーガイドがご案内！ ネイチャーガイドがご案内！ネイチャーガイドがご案内！上高地公認ネイチャーガイドがご案内！上高地公認ネイチャーガイドがご案内！

志賀高原・高層湿原
神秘的な池を巡るトレッキング
志賀高原・高層湿原
神秘的な池を巡るトレッキング

谷川岳トレッキング
ロ－プウェイ空中散歩
谷川岳トレッキング
ロ－プウェイ空中散歩

駒ケ岳ロープウェイ
千畳敷カールトレッキング
駒ケ岳ロープウェイ
千畳敷カールトレッキング

キロ数千円もする
高級竹の子採り放題！！
根曲がり竹の子狩り

キロ数千円もする
高級竹の子採り放題！！
根曲がり竹の子狩り

旅行代金（お１人様） 旅行代金（お１人様） 

13,800円（税込）13,800円（税込）
旅行代金（お１人様） 旅行代金（お１人様） 

東北信5：00頃・飯田6：30頃～諏訪8：30頃＝日本航空学園滑
走路・ヘリコプター体験搭乗、航空学園機材見学、カフェにて
スイーツ休憩＝焼肉御膳昼食＝河口湖畔散策＝猿まわし劇
場＝赤富士ワインセラー＝ハーブ庭園旅日記河口湖庭園＝
各地18：00頃～20：00頃

昼食付

昼食付

1夜行2日間

5/23㈫催行5/23㈫催行

高遠遠照寺2千株のぼたん
鳩吹公園3万本のツツジ
喬木村5万株のくりん草

高遠遠照寺2千株のぼたん
鳩吹公園3万本のツツジ
喬木村5万株のくりん草

遠照寺遠照寺遠照寺

くりん草くりん草くりん草

国籍が分かる身分証明書が必要です。
◆アメリカ空軍機の展示

◆アメリカンフーズ
◆米軍放出品

◆ライブバンドショー

国籍が分かる身分証明書が必要です。
◆アメリカ空軍機の展示

◆アメリカンフーズ
◆米軍放出品

◆ライブバンドショー

国籍が分かる身分証明書が必要です。
◆アメリカ空軍機の展示

◆アメリカンフーズ
◆米軍放出品

◆ライブバンドショー

サンドイッチの軽食付サンドイッチの軽食付サンドイッチの軽食付

日本の中でアメリカ体験日本の中でアメリカ体験
米空軍横田基地友好祭2023
フレンドシップ・フェスティバル・ツアー
米空軍横田基地友好祭2023
フレンドシップ・フェスティバル・ツアー

上高地たっぷりウォーキング上高地たっぷりウォーキング

5/20㈯催行
5/21㈰催行
5/20㈯催行
5/21㈰催行

東北信1：30頃・飯田3：00頃～諏訪4：30頃＝焼津駅＝シャトル
バス＝『大井川町』静浜基地航空祭＝シャトルバス＝焼津駅＝
焼津さかなセンター・海産物お買物＝各地18：00頃～20：30頃

東北信5：00頃～伊那8：00頃＝権兵衛トンネル＝赤沢自然休
養林の森林浴・森林鉄道記念館＝寝覚の床（昼食）＝中山道
奈良井宿散策＝権兵衛トンネル＝かんてんぱぱガーデン・モ
ンテリイナ（お買物）＝各地17：00頃～20：00頃

東北信4：30頃・飯田6：00頃～諏訪8：00頃＝南アルプス市サ
クランボ狩り･食べ放題＝紫陽花が咲く甲府城址（舞鶴城公
園）＝信玄創建の甲斐善光寺＝河口湖・焼肉御膳の昼食＝天
然記念物の湧水池忍野八海＝河口湖畔・お土産買物＝各地
17：30頃～22：00頃

東北信4：00頃・飯田5：00頃～諏訪7：00頃＝築地場外市場・
ショッピング＝迎賓館赤坂離宮（本館･庭園）＝浅草・浅草寺
参拝＝各地18：30頃～21：00頃

11,000円（税込）
支援割
適用 8,800円税

込▶
11,000円（税込）
支援割
適用 8,800円税

込▶

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

12,000円（税込）
支援割
適用 9,600円税

込▶
12,000円（税込）
支援割
適用 9,600円税

込▶

旅行代金（お１人様）　食事なし旅行代金（お１人様）　食事なし
クーポンで実質
7,600円！
クーポンで実質
7,600円！
クーポンで実質
7,600円！

更
に
！

更
に
！

サンドイッチの軽食付サンドイッチの軽食付サンドイッチの軽食付

静浜基地航空祭2023静浜基地航空祭2023

キロ数千円もする高級竹の子採り放題!!
根曲がり竹の子狩り
ホテル入浴

キロ数千円もする高級竹の子採り放題!!
根曲がり竹の子狩り
ホテル入浴

根曲がり竹御膳根曲がり竹御膳

5/28㈰催行5/28㈰催行
クーポンで実質
9，120円～
10,120円！
クーポンで実質
9，120円～
10,120円！
クーポンで実質
9，120円～
10,120円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

飯田5：00頃～東北信8：00頃＝宇奈月駅b黒部峡谷トロッコ
電車(峡谷美をお楽しみ下さい)b欅平駅（自由散策）b宇奈月
駅＝海産物ショッピング＝各地18：30頃～21：30頃

昼食弁当付

昼食弁当付

昼食弁当付

昼食弁当付

昼食弁当付

12,400円（税込）12,400円（税込）
飯田6：00頃～東北信9：40頃＝軽井沢レイクガーデン＝軽井
沢プリンスホテルウエストランチバイキングlプリンスショッピ
ングプラザお買物＝各地16：00頃～20：00頃

6/19㈪
6/22㈭ 27㈫
7/1㈯ 3㈪

6/19㈪
6/22㈭ 27㈫
7/1㈯ 3㈪

6/27㈫ 30㈮
7/14㈮ 25㈫ 31㈪
8/16㈬  9/16㈯ 21㈭

6/27㈫ 30㈮
7/14㈮ 25㈫ 31㈪
8/16㈬  9/16㈯ 21㈭

6/26㈪ 29㈭
7/18㈫  8/14㈪ 29㈫
9/13㈬ 22㈮  10/3㈫

6/26㈪ 29㈭
7/18㈫  8/14㈪ 29㈫
9/13㈬ 22㈮  10/3㈫

約400種類3500株のバラ
湖に浮かぶ軽井沢レイクガーデン
軽井沢プリンスホテル
ランチバイキング
ショッピングプラザ

約400種類3500株のバラ
湖に浮かぶ軽井沢レイクガーデン
軽井沢プリンスホテル
ランチバイキング
ショッピングプラザ

東北信1：00頃～飯田5：00頃＝午前、観覧席から祇園祭山鉾
巡行鑑賞、午後はフリータイム・神幸祭自由見学（9：00～21：
00予定）＝各地 翌1：30頃～6：00頃

最初から最終まで
観覧席から山鉾巡行見学
京都祇園祭

最初から最終まで
観覧席から山鉾巡行見学
京都祇園祭

白馬栂池自然園トレッキング白馬栂池自然園トレッキング
標高1900ｍ標高1900ｍ

旅行代金（お１人様） 旅行代金（お１人様） 

※予算終了により
　旅行支援はありません
※予算終了により
　旅行支援はありません
※予算終了により
　旅行支援はありません ※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました11,800円（税込）11,800円（税込）

旅行代金（お１人様） 旅行代金（お１人様） 

14,900円（税込）14,900円（税込）
旅行代金（お１人様） 旅行代金（お１人様） 

東北信5：00頃・飯田6：00頃～松川IC8：45頃＝しらびそ高原
＝御池隕石クレーター（車窓）＝日本のチロル・下栗を一望で
きる展望台（天空の里ビューポイント）＝お蕎麦の昼食＝そら
さんぽ天竜峡＝飯田にてお買物＝各地16：25頃～20：30頃

飯田6：00頃～安曇野8：00頃／東信6：30頃～長野IC経由～
長野駅8：00頃＝栂池高原駅e栂の森駅l栂大門駅e自然
園駅lネイチャーガイド案内トレッキングl自然園駅e栂池
高原駅＝各地16：30頃～18：30頃

26名限定！
マイクロバスでしか入れ
ない長野県最南端の秘境

26名限定！
マイクロバスでしか入れ
ない長野県最南端の秘境

26名限定！
マイクロバスでしか入れ
ない長野県最南端の秘境

6/19㈪ 23㈮  7/24㈪
8/29㈫  9/8㈮ 17㈰ 28㈭  10/2㈪ 17㈫
6/19㈪ 23㈮  7/24㈪
8/29㈫  9/8㈮ 17㈰ 28㈭  10/2㈪ 17㈫

※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました

12,800円（税込）12,800円（税込）
旅行代金（お１人様） 旅行代金（お１人様） 

6/21㈬ 28㈬  7/9㈰ 24㈪
8/10㈭ 23㈬  9/17㈰ 28㈭  10/6㈮
6/21㈬ 28㈬  7/9㈰ 24㈪
8/10㈭ 23㈬  9/17㈰ 28㈭  10/6㈮

※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました※長野県は予算終了しました
ゴンドラ・ロープウェイ代金込みゴンドラ・ロープウェイ代金込みゴンドラ・ロープウェイ代金込み

13,800円（税込）13,800円（税込）
旅行代金（お１人様/大小同額） 食事なし 旅行代金（お１人様/大小同額） 食事なし 

昼食付

5/24㈬催行 6/18㈰
7/26㈬ 8/22㈫
5/24㈬催行 6/18㈰
7/26㈬ 8/22㈫

全県募集日全県募集日

5/27㈯  6/2㈮催行
7/17㈷  8/10㈭ 28㈪ 
5/27㈯  6/2㈮催行
7/17㈷  8/10㈭ 28㈪ 

日本一深いＶ字峡谷！！
黒部峡谷トロッコ電車
日本一深いＶ字峡谷！！
黒部峡谷トロッコ電車

北中南信募集日北中南信募集日

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

森林浴発祥の地
樹齢300年の木曽ひのきの天然林
赤沢自然休養林
寝覚の床・奈良井宿
かんてんぱぱ・モンテリイナ

森林浴発祥の地
樹齢300年の木曽ひのきの天然林
赤沢自然休養林
寝覚の床・奈良井宿
かんてんぱぱ・モンテリイナ

-トレッキング初級--トレッキング初級-

5/25㈭ 27㈯ 30㈫ 31㈬
6/3㈯ 6㈫ 8㈭
6/12㈪ 14㈬ 16㈮ 18㈰

5/25㈭ 27㈯ 30㈫ 31㈬
6/3㈯ 6㈫ 8㈭
6/12㈪ 14㈬ 16㈮ 18㈰

6/20㈫ 26㈪6/20㈫ 26㈪

5/23㈫ 25㈭
6/10㈯ 30㈮
7/19㈬ 28㈮
8/9㈬ 13㈰

5/23㈫ 25㈭
6/10㈯ 30㈮
7/19㈬ 28㈮
8/9㈬ 13㈰

全県募集日
6/23㈮ 28㈬ 7/3㈪ 9㈰ 15㈯ 18㈫ 23㈰  8/1㈫
北中南信募集日
6/19㈪ 25㈰ 29㈭  7/5㈬ 12㈬ 20㈭ 29㈯  8/7㈪

全県募集日
6/23㈮ 28㈬ 7/3㈪ 9㈰ 15㈯ 18㈫ 23㈰  8/1㈫
北中南信募集日
6/19㈪ 25㈰ 29㈭  7/5㈬ 12㈬ 20㈭ 29㈯  8/7㈪

6/13㈫ 17㈯
6/20㈫ 23㈮
6/13㈫ 17㈯
6/20㈫ 23㈮

サクランボ食べ放題の

さくらんぼ狩り
河口湖・忍野八海

サクランボ食べ放題の

さくらんぼ狩り
河口湖・忍野八海

 小学生17，900円 小学生17，900円 小学生17，900円

5/19㈮催行 28㈰催行  6/3㈯ 14㈬催行 26㈪5/19㈮催行 28㈰催行  6/3㈯ 14㈬催行 26㈪

旅行代金（お１人様）旅行代金（お１人様）

飯田5：00頃～東北信8：00頃＝日本三大峡谷清津峡！渓谷ト
ンネル＝東洋のミケランジェロと呼ばれる石川雲蝶が手掛け
た西福寺＝魚沼(昼食とお買物)＝小千谷市産業会館・錦鯉の
里（見学と買物）＝各地18：00頃～21：00頃

昼食付

トンネルからの絶景！
日本三大峡谷「清津峡」
小千谷錦鯉の里・西福寺

トンネルからの絶景！
日本三大峡谷「清津峡」
小千谷錦鯉の里・西福寺

チケット付き

東京ディズニーリゾート®

16,200～17,700円
14,900～16,100円
13,000～13,900円
大小同額 8,300円

大　人
中高生

4才～小学生
チケット無し

1001

長野・飯田4：00頃～諏訪6：00頃／中野IC3：50頃～佐久IC5：30頃＝
関越道＝TDL又はTDS（9：30頃～21：30）＝各地1：00頃～3：00頃

大好評募集中！大好評募集中！大好評募集中！

昼食付

昼食付

昼食付

5/24㈬  6/2㈮ 13㈫ 29㈭  7/10㈪ 25㈫5/24㈬  6/2㈮ 13㈫ 29㈭  7/10㈪ 25㈫

飯田10：00頃～東北信13：00頃＝長岡祭り・大花火大会（16：
30頃着～21：20頃予定）＝各地（深夜～早朝）

飯田13：00頃・東北信11：30頃～諏訪15：00頃着＝諏訪湖祭
･湖上花火大会（19：00～20：45予定／21：30頃発）＝各地
（23：00頃～翌2：00頃）

日本三大花火のひとつ
長岡まつり大花火大会
日本三大花火のひとつ
長岡まつり大花火大会

お盆の諏訪湖祭
湖上花火大会
お盆の諏訪湖祭
湖上花火大会

視界に収まりきらない!
直径650ｍもの正三尺玉！
打ち上げ幅2ｋｍ！
復興祈願花火フェニックス

視界に収まりきらない!
直径650ｍもの正三尺玉！
打ち上げ幅2ｋｍ！
復興祈願花火フェニックス

旅行代金（お１人様/大小同額）  食事なし旅行代金（お１人様/大小同額）  食事なし

旅行代金（お１人様/大小同額） 食事なし旅行代金（お１人様/大小同額） 食事なし

花火打ち上げ場所に近い
浮台船桟橋イス席

花火打ち上げ場所に近い
浮台船桟橋イス席

花火打ち上げ場所に近い
浮台船桟橋イス席

※観覧席は買取になります。早期から取消料が必要となります。※観覧席は買取になります。早期から取消料が必要となります。
※観覧席は買取になります。早期から取消料が必要となります。※観覧席は買取になります。早期から取消料が必要となります。

※観覧席は買取になります。早期から取消料が必要となります。※観覧席は買取になります。早期から取消料が必要となります。

※観覧席は買取に
なります。早期から
取消料が必要となります。

15,900円（税込）15,900円（税込）15,900円（税込）桟敷観覧席桟敷観覧席桟敷観覧席桟敷観覧席

プレミアムS観覧席        ゴールドS観覧席

スタンダードS観覧席　　　自由観覧

プレミアムS観覧席        ゴールドS観覧席プレミアムS観覧席        ゴールドS観覧席

スタンダードS観覧席　　　自由観覧スタンダードS観覧席　　　自由観覧

プレミアムS観覧席        ゴールドS観覧席

スタンダードS観覧席　　　自由観覧8/2㈬
8/3㈭
8/2㈬
8/3㈭

8/15㈫8/15㈫
旅行代金（お１人様） 食事なし旅行代金（お１人様） 食事なし

17,800円（税込）
17,400円（税込）
16,900円（税込）

17,800円（税込）
17,400円（税込）
16,900円（税込）

階段席（2名定員）
イス・テーブル席（5名定員）

マス席（5名定員）

階段席（2名定員）階段席（2名定員）
イス・テーブル席（5名定員）イス・テーブル席（5名定員）

マス席（5名定員）マス席（5名定員）

階段席（2名定員）
イス・テーブル席（5名定員）

マス席（5名定員）
※定員内での相席となります。また隣席買取もできます。※定員内での相席となります。また隣席買取もできます。※定員内での相席となります。また隣席買取もできます。※定員内での相席となります。また隣席買取もできます。

7/26㈬7/26㈬

柏崎･海の大花火大会
怒涛の尺玉300連発
尺玉100発一斉打ち
海上3尺玉

柏崎･海の大花火大会
怒涛の尺玉300連発
尺玉100発一斉打ち
海上3尺玉

39,900円（税込）
38,900円（税込）
35,900円（税込）

39,900円（税込）
38,900円（税込）
35,900円（税込）

イス席観覧席（1名）

ペア席観覧席（2名）

レジャーシート観覧席（4名）

旅行代金（お１人様/2名1室）旅行代金（お１人様/2名1室）

■健康ランドこまち　■食事：朝1

雨天決行・大風雨順延雨天決行・大風雨順延雨天決行・大風雨順延

【1泊2日】❶飯田3：00頃～東北信
6：30頃＝大曲全国花火競技会場
＝健康ランド（泊）❷ホテル＝秋
田港d新日本海フェリーd新潟
港＝各地19：00頃～22：30頃

8/26㈯
［共通出発日］
8/26㈯
［共通出発日］
8/26㈯
［共通出発日］

大曲全国花火競技会
1夜行2日間または1泊2日
大曲全国花火競技会
1夜行2日間または1泊2日

フェリー利用!
天然温泉泊の1泊2日!
フェリー利用!
天然温泉泊の1泊2日!

23,900円（税込） 21,900円（税込）

19,900円（税込）　6,900円（税込）

23,900円（税込） 21,900円（税込）

19,900円（税込）　6,900円（税込）

23,900円（税込） 21,900円（税込）

19,900円（税込）　6,900円（税込）

旅行代金（お１人様） ■食事なし 旅行代金（お１人様） ■食事なし 

東北信3：30頃～飯田8：00頃＝伊吹山ドライブウェイ＝9合目ス
カイテラス駐車場10:40頃l花の専門ガイドさんとトレッキング
l西登山道又は中央登山道l山頂（山小屋にて自由昼食）l駐
車場＝伊吹山ドライブウェイ＝おちょぼさん・千代保稲荷神社参
拝＝各地18：30頃～22：30頃

東北信4：00頃～飯田8：30頃＝豊川稲荷（参拝)＝和食処松
屋（昼食）＝渥美半島・田原市ニュー渥美観光（メロン狩り)＝
各地19：00頃～23：30頃

飯田6：30頃～東北信9：30頃＝志賀高原・根曲がり竹の子狩
りlホテルジャパン志賀・昼食と入浴＝信州フルーツランド買
い物＝各地16：00頃～20：00頃

花のネイチャーガイドがご案内！花のネイチャーガイドがご案内！
日本100名山伊吹山たっ

ぷりトレッキング
お花畑～紅葉を楽しみながらのお手軽登
日本100名山伊吹山たっ

ぷりトレッキング
お花畑～紅葉を楽しみながらのお手軽登

※内閣府より、賓客接遇その他の都合により、急遽中止になる場合
がございますので、ご了承の上、お申込み下さい。

ホームページから申込可！
募集日・金額等はホームページをご覧ください。
カード払いも可・残席状況も見れます！

ホームページから申込可！
募集日・金額等はホームページをご覧ください。
カード払いも可・残席状況も見れます！

ホームページから申込可！
募集日・金額等はホームページをご覧ください。
カード払いも可・残席状況も見れます！
支援割適用
6月末まで10,400円～14,700円税

込
クーポン
で実質 8,400円～13,700円税

込

支援割適用
6月末まで10,400円～14,700円税

込
クーポン
で実質 8,400円～13,700円税

込

温泉入浴付
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仙台港
敦賀港大阪南港

新門司港

苫小牧港

泉大津港

志布志港

信州中野IC■  小布施ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ　須坂長野東IC■ 
長野IC■　更埴IC■  姨捨SA　麻績IC

安曇野IC■　松本IC西■　松本合同庁舎
塩尻北IC■　岡谷IC■　みどり湖PA

旅行企画・実施

貸切バス会社名
トラビスジャパン㈱
又は提携バス会社

■国内旅行条件(抜粋)
①添乗員・ガイドは同行しませんが、バス乗務員が皆様のお世話をさせていただきます。コースによっては
添乗員が同行する場合があります。②注意書き無き場合のお部屋は、4～6名様で1部屋ご用意致しま
す。③明記なきコースの最少催行人員20名。辰野PA以南と安曇野IC以北の単独は最少催行人員10
名。最少催行人員に満たない堤合は、旅行を中止する場合もございます。④最終旅程表（集合時間・出
発場所）は出発日の2～3日前にお渡し致します。⑤その他、旅行条件は、お電話の後でお送りするパンフ
レットと募集型企画旅行契約約款によります。⑥この旅行は、2023年5月9日現在で計算・企画されてお
ります。詳細につきましては最終旅程表によります。⑦旅行代金のお支払いは請求書を受け取り後、5日
以内にお願いします。⑧お客様の都合で旅行を取り消される場合、下記の通り取消料を申し受けます。
■取消料（出発日の変更の場合も必要です。）
●旅行開始日の20日前から（宿泊を伴うもの）、10日前から（日帰り）…旅行代金の20％
●旅行開始日の7日前から…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％
●旅行開始後または無連絡不参加…旅行代金の100％　
旅行企画 実施：トラビスジャパン（株）

観光庁長官登録旅行業第１８４１号　総合旅行業務取扱管理者  吉沢博文  赤羽宏明
営業時間：朝9時～夜6時／土日祝休み　ホームページ　http://www.travice.jp/

〒381-0101長野市若穂綿内363-2
〒３９９-４６０１
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８２９５-５ 〒399-3102 高森町吉田2315-1

※掲載の写真はすべてイメージになります。

☎0265-71-3800
本社ツアーセンターご予約・お問い合わせ

お気軽にお電話ください ☎026-217-4111
長野営業所

☎0265-34-2822
高森営業所

北信地区

中信地区

P

P P

P P

P

PP

 南信地区

東信地区
佐久IC■　小諸駅　東御市役所前
東部湯の丸SA　上田駅温泉口　坂城PA

飯田IC■　松川IC■　駒ヶ根IC■
伊那IC　伊北IC■　辰野PA　諏訪IC■

乗
車
場
所
一
覧

P P P

P

P
■
…
専
用
駐
車
場
あ
り

P

全国旅行支援全国旅行支援
●6月末で終了となります。　●各都道府県の予算終了次第、割引も終了となります。

旅行代金の20％OFF （　　　　　　）
クーポン：平日2,000円、土日祝1,000円

日帰り上限3,000円
泊まり上限5,000円

P

6/7㈬ 7/30㈰ 9/4㈪
10/3㈫ 11/16㈭
6/7㈬ 7/30㈰ 9/4㈪
10/3㈫ 11/16㈭

食事4回付！食事4回付！食事4回付！

クーポンで実質
60，800円～
61，800円！
クーポンで実質
60，800円～
61，800円！
クーポンで実質
60，800円～
61，800円！更

に
更
に

旅行代金（お１人様／2～4名１室利用）旅行代金（お１人様／2～4名１室利用）

39,800円（税込）39,800円（税込）
❶飯田3：00頃～東北信6：00頃＝昼食お弁当＝奥州藤原氏の平泉
中尊寺金色堂＝渓流美の厳美渓＝こけし資料館＝鳴子温泉（夕食・
泊）❷ホテル（朝食）＝松島さかな市場＝松島海岸l五大堂l瑞巌
寺l松島港d（遊覧船）d塩竈港＝昼食・笹かまぼこ店＝東北信
20：00頃～飯田23：00頃

5/23㈫催行 6/19㈪
7/4㈫  8/31㈭  9/7㈭ 12㈫
5/23㈫催行 6/19㈪
7/4㈫  8/31㈭  9/7㈭ 12㈫

■食事：朝1、昼2、夕1  ■鳴子ホテル
■1名1室追加料金9500円
■食事：朝1、昼2、夕1  ■鳴子ホテル
■1名1室追加料金9500円
■食事：朝1、昼2、夕1  ■鳴子ホテル
■1名1室追加料金9500円

日本三景松島2日間
世界遺産：平泉中尊寺・鳴子温泉
日本三景松島2日間
世界遺産：平泉中尊寺・鳴子温泉

創業130年の鳴子温泉ホテルに宿泊創業130年の鳴子温泉ホテルに宿泊

クーポンで実質
32，900円！
クーポンで実質
32，900円！
クーポンで実質
32，900円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）

39,900円（税込）
支援割適用
6月末まで34,900円税

込▶
39,900円（税込）
支援割適用
6月末まで34,900円税

込▶

旅行代金（お１人様／4～6名１室利用）

※山形県は予算終了しました

※京都府は予算終了しました

※福島県は予算終了しました

43,400円（税込）43,400円（税込）

旅行代金（お１人様／2名１室利用）旅行代金（お１人様／2名１室利用）
クーポンで実質
29，900円！
クーポンで実質
29，900円！
クーポンで実質
29，900円！

更
に
！

更
に
！

36,900円（税込）
支援割適用
6月末まで31,900円税

込▶
36,900円（税込）
支援割適用
6月末まで31,900円税

込▶

旅行代金（お１人様／2～3名１室利用）旅行代金（お１人様／2～3名１室利用）

37,800円（税込）
支援割適用
6月末まで32,800円税

込▶
37,800円（税込）
支援割適用
6月末まで32,800円税

込▶ クーポンで実質
30，800円！
クーポンで実質
30，800円！
クーポンで実質
30，800円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）

37,600円（税込）
支援割適用
6月末まで32,600円税

込▼
37,600円（税込）
支援割適用
6月末まで32,600円税

込▼
旅行代金（お１人様／2～4名１室利用）旅行代金（お１人様／2～4名１室利用）

38,800円（税込）
支援割適用
6月末まで33,800円税

込▶
38,800円（税込）
支援割適用
6月末まで33,800円税

込▶

❶東北信2：30頃～飯田6：30頃＝昼食＝岩国錦帯橋（三大奇橋見学）
＝岩国（泊）❷ホテル＝宮島口d宮島l厳島神社(参拝)l宮島d宮
島口＝広島市内（昼食）＝広島原爆ドーム＝各地21：00頃～24：30頃

❶東北信3:00頃～飯田7：00頃＝天橋立・昼食gケーブルg傘
松公園・天橋立股のぞき=伊根湾めぐり遊覧船・伊根の舟屋=知
恩寺文殊堂=ホテル（泊）❷ホテル=舞鶴引揚記念館=食文化館
=昼食=三方五湖レインボーライン=日本海さかな街（鮮魚ショッ
ピング）=各地19：00頃～23：00頃

❶東北信・飯田5：00頃～諏訪8：00頃＝横浜中華街にて昼食と散
策＝海ほたる＝絶景その1・鋸山日本寺の地獄のぞき＝房総富浦
（泊）❷ホテル＝絶景その2・名勝仁右衛門島＝日蓮聖人誕生の誕
生寺＝潮騒市場にて昼食とお買物＝絶景その3・濃溝の滝＝各地
20：00頃～22：00頃

❶飯田4：30頃～東北信7：30頃＝芭蕉・奥の細道の山寺（宝珠山立
石寺）＝銀山温泉（夕食・泊）
❷朝食＝修験道の霊場羽黒山・出羽神社・三神合祭殿＝庄内物産
館・昼食＝岩船港鮮魚センター＝各地18：30頃～21：30頃

1名参加可
1名参加可■食事：朝1、昼2、夕1

■1名1室追加料金5,000円  ■ホテル＆リゾーツ京都宮津
■食事：朝1、昼2、夕1
■1名1室追加料金5,000円  ■ホテル＆リゾーツ京都宮津

日本三景天橋立
丹後半島2日間
日本三景天橋立
丹後半島2日間

6/4㈰ 27㈫  7/13㈭  8/1㈫  9/20㈬6/4㈰ 27㈫  7/13㈭  8/1㈫  9/20㈬

6/1㈭ 26㈪  7/21㈮  8/30㈬ 6/1㈭ 26㈪  7/21㈮  8/30㈬ 

■2名1室追加料金：3,000円  ■青字出発2,000円増
■岩国国際観光ホテル  ■食事：朝１、昼２、夕１
■2名1室追加料金：3,000円  ■青字出発2,000円増
■岩国国際観光ホテル  ■食事：朝１、昼２、夕１

食事4回付！！食事4回付！！食事4回付！！

食事4回付！！食事4回付！！食事4回付！！

食事4回付！食事4回付！食事4回付！
食事

4回付！！
食事

4回付！！
食事

4回付！！

食事4回付！！食事4回付！！食事4回付！！

日本
三景安芸の宮島と岩国
三大奇橋錦帯橋2日間
日本
三景安芸の宮島と岩国
三大奇橋錦帯橋2日間

■食事：朝1、昼2、夕1　■3名1室3,500円増  ■青字出発3,000円増
■2名1室追加料金6,500円　■仙峡の宿 銀山荘　■1名1室不可
■食事：朝1、昼2、夕1　■3名1室3,500円増  ■青字出発3,000円増
■2名1室追加料金6,500円　■仙峡の宿 銀山荘　■1名1室不可

仙峡の宿・銀山荘、ドラマ「おしん」の舞台仙峡の宿・銀山荘、ドラマ「おしん」の舞台

銀山温泉2日間
大正ロマンの湯の街
銀山温泉2日間
大正ロマンの湯の街

1名参加可 1名参加可
❶佐久/長野4：30頃～飯田7：30頃＝淡路SA＝あわじ花さじき＝た
こせんべいの里＝道の駅うずしお（鳴門大橋から見る鳴門海峡）＝
徳島（泊）❷ホテル＝大塚国際美術館（世界の名画を陶板で原寸大
に再現した陶板名画美術館。ゆったり約4時間滞在・自由昼食）＝淡
路ハイウェイオアシス・お買物＝各地18：30頃～22：30頃

■食事：朝１、夕１　■1名1室追加料金1,000円
■ホテルサンシャイン徳島又は同等クラス
■食事：朝１、夕１　■1名1室追加料金1,000円
■ホテルサンシャイン徳島又は同等クラス

❶東北信3：30頃～飯田8：00頃＝多賀大社参拝＝名阪関ドライ
ブイン・昼食＝伊勢神宮外宮参拝＝二見・夫婦岩＝伊勢志摩（夕
食・泊）❷ホテル＝パールロード＝石神神社参拝＝展望台遠望
＝伊勢真珠店＝伊勢神宮内宮参拝・昼食・おかげ横丁＝海の
幸・海産物お買物＝各地19：00頃～23：30頃

■クインテッサホテル伊勢志摩
■青字出発3,000円増
■食事：朝1、昼2、夕1　■1名1室追加料金3,000円

■クインテッサホテル伊勢志摩
■青字出発3,000円増
■食事：朝1、昼2、夕1　■1名1室追加料金3,000円

5/27㈯催
行 6/19㈪ 30㈮  7/2㈰  8/24㈭5/27㈯催
行 6/19㈪ 30㈮  7/2㈰  8/24㈭

5/26㈮催行
6/29㈭催行
7/28㈮
8/8㈫ 9/1㈮

5/26㈮催行
6/29㈭催行
7/28㈮
8/8㈫ 9/1㈮

房総の絶景めぐり2日間房総の絶景めぐり2日間
濃溝の滝濃溝の滝

■2名1室追加料金：1,000円　1名1室追加料金：7,000円
■食事：朝1、昼2、夕1  ■ホテル＆リゾ－ツ南房総  ■青字出発3,000円増
■2名1室追加料金：1,000円　1名1室追加料金：7,000円
■食事：朝1、昼2、夕1  ■ホテル＆リゾ－ツ南房総  ■青字出発3,000円増

5/26㈮  6/25㈰  7/22㈯  9/9㈯  25㈪5/26㈮  6/25㈰  7/22㈯  9/9㈯  25㈪

❶東北信3：00頃～飯田7：00頃＝昼食お弁当=後楽園（岡山城遠
望）=岡山港d小豆島・土庄港=平和の群像=土渕海峡=小豆島（夕
食・泊）❷ホテル＝小豆島オリーブ園＝二十四の瞳映画村＝寒霞渓
ロープウェイ（オプション）＝寒霞渓（昼食）=福田港d姫路港=各地
20：30頃～24：30頃

■食事：朝1､昼2､夕1
■1名1室追加料金：6,000円　■オリビアン小豆島夕陽丘ホテル
■食事：朝1､昼2､夕1
■1名1室追加料金：6,000円　■オリビアン小豆島夕陽丘ホテル

6/11㈰催行 7/12㈬ 9/13㈬ 10/15㈰6/11㈰催行 7/12㈬ 9/13㈬ 10/15㈰

小豆島温泉・高級リゾートホテルに泊まる小豆島温泉・高級リゾートホテルに泊まる
小豆島2日間小豆島2日間
岡山後楽園・二十四の瞳映画村
寒霞渓・オリーブ園・土渕海峡
岡山後楽園・二十四の瞳映画村
寒霞渓・オリーブ園・土渕海峡

写真は大塚国際美術館の
展示作品を撮影したものです
写真は大塚国際美術館の
展示作品を撮影したものです
写真は大塚国際美術館の
展示作品を撮影したものです

大塚国際美術館と淡路･鳴門2日間大塚国際美術館と淡路･鳴門2日間 多賀大社・伊勢内宮・外宮
女性の願いを一つ叶えてくれる石神さん
多賀大社・伊勢内宮・外宮
女性の願いを一つ叶えてくれる石神さん

お多賀さんとお伊勢さん三社参りお多賀さんとお伊勢さん三社参り
伊勢志摩の旅2日間伊勢志摩の旅2日間

クーポンで実質
30，600円～31，600円！
クーポンで実質
30，600円～31，600円！
クーポンで実質
30，600円～31，600円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様／2～4名１室利用）旅行代金（お１人様／2～4名１室利用）

37,800円（税込）37,800円（税込）

6/12㈪ 7/4㈫
8/26㈯ 9/11㈪
6/12㈪ 7/4㈫
8/26㈯ 9/11㈪

クーポンで実質
31，800円！
クーポンで実質
31，800円！
クーポンで実質
31，800円！

更
に
！

更
に
！

1名参加可

クーポンで実質
29，600円！
クーポンで実質
29，600円！
クーポンで実質
29，600円！

更
に
！

更
に
！

36,600円（税込）
支援割適用
6月末まで31,600円税

込▶
36,600円（税込）
支援割適用
6月末まで31,600円税

込▶

旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）

❶東北信3：30頃～飯田7：30頃＝尾鷲（昼食）＝熊野那智大社l青
岸渡寺＝日本一の滝・那智の大滝＝勝浦港d勝浦温泉(泊)
❷ホテル（朝食）d勝浦港＝熊野古道・大門坂（徒歩40分）＝熊野速
玉大社(熊野三山の一つで熊野神社の総本宮)＝鬼ヶ城（昼食・見
学）＝お買物＝各地19：30頃～24：00頃

6/15㈭
催
行 20㈫  7/4㈫  9/28㈭6/15㈭
催
行 20㈫  7/4㈫  9/28㈭

■ホテル浦島・なぎさ館又は日昇館
■食事：朝１、昼２、夕１　■2名1室追加料金：3,000円
■ホテル浦島・なぎさ館又は日昇館
■食事：朝１、昼２、夕１　■2名1室追加料金：3,000円
■ホテル浦島・なぎさ館又は日昇館
■食事：朝１、昼２、夕１　■2名1室追加料金：3,000円

食事
4回付！
食事

4回付！
食事

4回付！

世界文化遺産登録 熊野古道を訪ねて
ホテル
浦島 洞窟風呂2日間
世界文化遺産登録 熊野古道を訪ねて
ホテル
浦島 洞窟風呂2日間
勝浦温泉・那智の滝
大門坂・那智大社
熊野速玉大社

勝浦温泉・那智の滝
大門坂・那智大社
熊野速玉大社

旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）旅行代金（お１人様／3～4名１室利用） 旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）旅行代金（お１人様／3～4名１室利用） クーポンで実質
40，800円！
クーポンで実質
40，800円！
クーポンで実質
40，800円！

更
に
！

更
に
！37,800円（税込）37,800円（税込）

47,800円（税込）
支援割適用
6月末まで42,800円税

込▶
47,800円（税込）
支援割適用
6月末まで42,800円税

込▶ 49,900円（税込）49,900円（税込）

❶東北信3：30頃～飯田8：00頃＝昼食＝高野山：大師教にて菩薩
十善戒を授戒＝高野山宿坊（夕食・泊）
❷宿坊・朝食＝真言宗総本山高野山：根本大塔・金堂・金剛峯寺・刈
萱堂・奥の院・昼食＝各地19：30頃～24：00頃

❶飯田5：30頃～長野～東信9：30頃=栗おこわ御膳昼食＝世界遺
産日光東照宮参拝・将軍着座の間にて特別祈祷・直会＝鬼怒川温
泉（夕食・泊）❷ホテル・朝食=日光ろばたづけ=いろは坂=華厳の
滝＝中禅寺湖＝昼食＝だるまの大門屋＝各地17：00頃～21：00
頃※１日目と２日目の観光が逆になる場合があります。

食事4回付！食事4回付！食事4回付！

食事4回付！！食事4回付！！食事4回付！！
6/19㈪ 28㈬
7/8㈯
6/19㈪ 28㈬
7/8㈯

■食事：朝１、昼2、夕１　■宿坊赤松院又は同等クラス
■2名1室追加料金：2,500円　1名1室追加料金：4,000円
■食事：朝１、昼2、夕１　■宿坊赤松院又は同等クラス
■2名1室追加料金：2,500円　1名1室追加料金：4,000円

弘法大師御生誕1250年記念
金剛峯寺本尊御開帳！
宿坊泊高野山2日間

弘法大師御生誕1250年記念
金剛峯寺本尊御開帳！
宿坊泊高野山2日間

6/5㈪ 27㈫  7/19㈬
8/22㈫  9/3㈰ 26㈫
6/5㈪ 27㈫  7/19㈬
8/22㈫  9/3㈰ 26㈫

■食事：朝1、昼2、夕1　■鬼怒川御苑  ■2名1室追加料金：2,000円■食事：朝1、昼2、夕1　■鬼怒川御苑  ■2名1室追加料金：2,000円

日光東照宮2日間
鬼怒川温泉泊
巫女さんの案内付で見学
将軍着座の間 特別祈祷

日光東照宮2日間
鬼怒川温泉泊
巫女さんの案内付で見学
将軍着座の間 特別祈祷

❶飯田5：00頃～東北信8：00頃=宇奈月駅b黒部峡谷トロッコ列
車・昼食お弁当b欅平駅：高原の散策b宇奈月駅＝宇奈月温泉（夕
食・泊）❷ホテル・朝食＝館山g〈ケーブルカー〉g美女平=阿弥ヶ原
＝天狗平＝室堂・昼食・散策＝〈トロリーバス〉＝大観峰＝ロープウェ
イ＝黒部平＝〈ケーブルカー〉＝黒部湖l黒部ダム＝〈関電電気バ
ス〉＝扇沢駅＝各地18：30頃～21：30頃

食事4回付！！食事4回付！！食事4回付！！旅行代金（お１人様／4名１室利用）

黒部峡谷トロッコ電車2日間
アルペンルート通り抜け
黒部峡谷トロッコ電車2日間
アルペンルート通り抜け
昭和天皇も泊まった
富山の迎賓館に泊まる
昭和天皇も泊まった
富山の迎賓館に泊まる
6/22㈭ 7/14㈮ 8/7㈪ 9/29㈮6/22㈭ 7/14㈮ 8/7㈪ 9/29㈮

■食事：朝1、昼2、夕1  ■3名1室2,000円増  2名1室4,000円増  ■延対寺荘■食事：朝1、昼2、夕1  ■3名1室2,000円増  2名1室4,000円増  ■延対寺荘
❶飯田2：00頃～東北信5：00頃＝直江津港d小木港・たらい舟体験
＝砂金採り体験＝佐渡歴史伝説館＝大佐渡スカイライン＝史跡・佐
渡金山＝加茂湖温泉（夕食・泊）❷ホテル＝アルコ－ル共和国・尾畑
酒造（試飲も出来ます）＝妙宣寺（重文五重塔等見学）＝トキの森公
園（トキが見られます）＝両津港（お買物）d（昼食お弁当）新潟港＝
各地18：00頃～21：00頃

食事
4回付！！
食事

4回付！！
食事

4回付！！
旅行代金（お１人様／3～5名１室利用）

6/14㈬ 20㈫
7/8㈯ 19㈬
8/3㈭ 31㈭

6/14㈬ 20㈫
7/8㈯ 19㈬
8/3㈭ 31㈭

新鮮な海の幸をたっぷりお楽しみ新鮮な海の幸をたっぷりお楽しみ

■2名1室追加料金：2,500円  ■食事：朝1、昼2、夕1
■湖畔の宿吉田家 又は 同等クラス  ■青字出発2,000円増
■2名1室追加料金：2,500円  ■食事：朝1、昼2、夕1
■湖畔の宿吉田家 又は 同等クラス  ■青字出発2,000円増

感動と
宝の島佐渡ヶ島2日

間
感動と
宝の島佐渡ヶ島2日

間

※栃木県は予算終了しました

※宮城県は予算終了しました※宮城県は予算終了しました

旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）
クーポンで実質

42，820円！
クーポンで実質

42，820円！
クーポンで実質

42，820円！
更
に
！

更
に
！

クーポンで実質
80，000円！
クーポンで実質

80，000円！
クーポンで実質

80，000円！更
に
！

更
に
！

クーポンで実質
71，000円！
クーポンで実質

71，000円！
クーポンで実質

71，000円！
更
に
！

更
に
！

49,800円（税込）
全国割適用
6月末まで44,820円税

込▶
49,800円（税込）
全国割適用
6月末まで44,820円税

込▶
■食事：朝2、昼3、夕2
■2名1室：3,000円増  ■青字出発3,000円増  ■緑字出発6,000円増
■天橋立/ホテル＆リゾーツ京都宮津  玉造温泉/保性館又は同等クラス

■食事：朝2、昼3、夕2
■2名1室：3,000円増  ■青字出発3,000円増  ■緑字出発6,000円増
■天橋立/ホテル＆リゾーツ京都宮津  玉造温泉/保性館又は同等クラス

6/28㈬  7/19㈬  9/18㈪6/28㈬  7/19㈬  9/18㈪
旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）旅行代金（お１人様／3～4名１室利用） クーポンで実質

51，800円！
クーポンで実質
51，800円！
クーポンで実質
51，800円！

更
に
！

更
に
！

65,800円（税込）
支援割適用
6月末まで55,800円税

込▶
65,800円（税込）
支援割適用
6月末まで55,800円税

込▶

クーポンで実質
28，900円！
クーポンで実質
28，900円！
クーポンで実質
28，900円！

更
に
！

更
に
！

35,900円（税込）
支援割適用
6月末まで30,900円税

込▶
35,900円（税込）
支援割適用
6月末まで30,900円税

込▶

❶東北信3：30頃～飯田7：30頃＝昼食＝舞鶴引揚記念館＝傘松公
園ロープウェイ・天橋立股のぞき＝湯らゆら温泉（夕食・泊）❷ホテル
＝さざ波模様の美しい鳥取砂丘＝昼食＝横山大観等の日本画と大
庭園の足立美術館＝玉造温泉又は玉造宍道湖畔温泉（夕食・泊）❸
ホテル＝大国主命を祀る出雲大社正式参拝＝水木しげるロード＝
各地22：30頃～翌2：30頃

❶東北中信3：30頃～飯田8：00頃＝鬼ヶ城･見学と昼食＝熊
野那智大社・青岸渡寺・那智の滝＝勝浦温泉（夕食･泊）❷朝
食･ホテル＝橋杭岩＝最南端の潮岬＝パンダに会えるアドベ
ンチャーワールド＝三段壁＝千畳敷＝海中展望塔＝白浜温
泉（夕食･泊）❸朝食･ホテル＝家康公がご祭神・紀州東照宮
＝100名城の和歌山城＝昼食＝各地19：30頃～24：00頃

❶東北信3：00頃～飯田7：00頃＝100名城･津山城＝名和神社＝米
子城風お菓子の壽城＝米子（泊）❷ホテル・朝食＝七類港d西郷港･
島後l海鮮丼昼食＝玉若酢命神社･八百杉＝隠岐国分寺＝かぶら
杉＝大パノラマ白島展望台＝水若酢神社＝ローソク島遊覧船＝ホ
テル（夕食・泊）❸ホテル・朝食l西郷港d七類港＝昔の風情の倉吉
白壁土蔵群＝鳥取港海鮮市場・お買物＝各地21：30頃～翌2：00頃

山陰3日間山陰3日間
玉造温泉・湯らゆら温泉・天橋立・鳥取砂丘
　　　　　　　　足立美術館・出雲大社
玉造温泉・湯らゆら温泉・天橋立・鳥取砂丘
　　　　　　　　足立美術館・出雲大社

5/21㈰催行 6/12㈪催行 22㈭
7/10㈪ 28㈮ 8/7㈪ 29㈫
5/21㈰催行 6/12㈪催行 22㈭
7/10㈪ 28㈮ 8/7㈪ 29㈫

■2名1室追加料金4,000円  1名1室追加料金15,000円
■1泊目：南紀勝浦温泉ホテ浦島・なぎさ館又は日昇館
2泊目：白浜温泉旅館の発祥の旅館･柳屋  ■食事:朝2､昼2､夕2

■2名1室追加料金4,000円  1名1室追加料金15,000円
■1泊目：南紀勝浦温泉ホテ浦島・なぎさ館又は日昇館
2泊目：白浜温泉旅館の発祥の旅館･柳屋  ■食事:朝2､昼2､夕2

南紀全
部まるまる1周3日間

洞窟風呂のホテル浦島と
白浜温泉発祥の柳屋

南紀全
部まるまる1周3日間

洞窟風呂のホテル浦島と
白浜温泉発祥の柳屋

※新潟県は予算終了しました※新潟県は予算終了しました

※京都府は予算終了しました※京都府は予算終了しました

旅行代金（お１人様／4名１室利用）旅行代金（お１人様／4名１室利用）

38,500円（税込）38,500円（税込）
■食事：朝1、昼1、夕1　■スパリゾートハワイアンズ　■1名参加不可
■3名1室追加料金：2,000円　■2名1室追加料金：4,000円
■食事：朝1、昼1、夕1　■スパリゾートハワイアンズ　■1名参加不可
■3名1室追加料金：2,000円　■2名1室追加料金：4,000円
■食事：朝1、昼1、夕1　■スパリゾートハワイアンズ　■1名参加不可
■3名1室追加料金：2,000円　■2名1室追加料金：4,000円

6/6㈫ 14㈬  7/10㈪  9/19㈫  10/11㈬ 26㈭6/6㈫ 14㈬  7/10㈪  9/19㈫  10/11㈬ 26㈭

早めの到着でのんびり湯ったり！
スパリゾ－トハワイアンズ2日間
フラガールのショーもお楽しみ！

早めの到着でのんびり湯ったり！
スパリゾ－トハワイアンズ2日間
フラガールのショーもお楽しみ！

❶飯田6：30頃～長野IC～上信越道～東信9：30頃＝福島いわき湯本
温泉、スパリゾ－トハワイアンズ14：00頃着（泊）❷ホテル＝塩屋岬
（美空ひばり歌碑他）＝59.99ｍの展望台がある、いわきマリンタワー
＝那珂湊にて昼食及びショッピング＝各地18：00頃～22：00頃

❶飯田6：00頃～東北信9：00頃＝近江町市場＝加賀百万石の金沢
城址公園＝千里浜ドライブウェイ＝輪島こうしゅうえん（夕食・泊）：夕
食後能登御陣乗太鼓を観賞❷ホテル・朝食＝輪島：朝市・自由見学
＝能登金剛（厳門散策）＝昼食＝各地18：00頃～21：00頃

クーポンで実質
57，800円！
クーポンで実質

57，800円！
クーポンで実質

57，800円！
更
に
！

更
に
！

64,800円（税込）
全国割適用
6月末まで59,800円税

込▶
64,800円（税込）
全国割適用
6月末まで59,800円税

込▶

❶東北信4：00頃～飯田8：00頃＝鳴門うずしお観潮船（船上よりう
ずしお見学）＝オークラホテル丸亀（泊）❷ホテル＝金比羅宮・参拝
＝祖谷のかずら橋・三大奇橋＝大歩危峡（遊覧船）＝道後温泉（泊）
❸ホテル＝松山城（ロープウェイにて登閣）＝来島海峡SA（しまなみ
海道）＝各地19：30頃～23：00頃

旅行代金（お１人様／2～3名１室）

道後温泉・松山と大歩危
デラックスホテル2泊！3日間
うずしお観潮船・金比羅宮
祖谷のかずらばし
松山城・しまなみ海道

道後温泉・松山と大歩危
デラックスホテル2泊！3日間
うずしお観潮船・金比羅宮
祖谷のかずらばし
松山城・しまなみ海道

■食事：朝2、昼1、夕2  ■青字出発1,500円増  ■緑字出発3,000円増
■丸亀・オークラホテル丸亀/道後温泉・ホテル椿舘又は同等クラス
■食事：朝2、昼1、夕2  ■青字出発1,500円増  ■緑字出発3,000円増
■丸亀・オークラホテル丸亀/道後温泉・ホテル椿舘又は同等クラス

大歩危峡遊覧船大歩危峡遊覧船

十勝岳・大雪山旭岳・黒岳5日
間十勝岳・大雪山旭岳・黒岳5日
間

クーポンで実質
91，000円！
クーポンで実質
91，000円！
クーポンで実質
91，000円！

更
に
！

更
に
！

119,000円（税込）
支援割
適用 99,000円税

込▶
119,000円（税込）
支援割
適用 99,000円税

込▶

❶飯田3：30頃～東北信7：00頃＝新潟港dフェリー（船中泊）❷d
小樽港＝大雪山旭岳駅e旭岳ロープウェイe姿見駅l旭岳石室l
金庫岩l大雪山旭岳山頂l姿見駅e旭岳駅＝旭川（泊）❸ホテル
＝十勝岳展望台l雲ノ平分岐l避難小屋l昭和火口l十勝岳山
頂l十勝岳展望台＝旭川（夕食・泊）❹ホテル＝層雲峡駅e層雲峡
･黒岳ロープウェイe黒岳駅e黒岳リフトe七合目l大雪山黒岳山
頂l黒岳石室l七合目e（リフト）黒岳駅e（ロープウェイ）層雲峡駅
＝苫小牧東港港d（船中泊）❺d新潟港＝各地19：00頃～22：00頃

❶飯田3：30頃～東北信7：00頃＝鉾立登山口l白糸の滝三角点l
賽の河原l御浜小屋（宿泊・夕食）❷朝食･御浜小屋＝御田ヶ原l七
五三掛l御室l鳥海山新山l鳥海山分岐l鳥海湖分岐l御浜小屋
l御田ヶ原l七五三掛l御室l鳥海山新山l鳥海山分岐l鳥海湖
分岐l御浜小屋l鉾立登山口＝鶴岡市内ホテル（泊）❸朝食･ホテ
ル＝薬師小屋跡l湯殿山バス停l湯殿山神社l湯殿山バス停＝庄
内観光物産館・昼食＝各地19：30頃～24：00頃

専門ガイドがご案内！
日本百名山の鳥海山
出羽三山の湯殿山3日

間

専門ガイドがご案内！
日本百名山の鳥海山
出羽三山の湯殿山3日

間
旅行代金（お１人様／ホテル2名１室）
中級～上級者中級～上級者中級～上級者

中級～上級者中級～上級者中級～上級者

■食事：朝3、昼3
■1・4泊目：新日本海フェリー・ツーリストA寝台（個室へランクアップ可）
■2・3泊目：スーパーホテル旭川　■ホテル1名1室追加料金8,000円

■食事：朝3、昼3
■1・4泊目：新日本海フェリー・ツーリストA寝台（個室へランクアップ可）
■2・3泊目：スーパーホテル旭川　■ホテル1名1室追加料金8,000円

■食事：朝3、昼3
■1・4泊目：新日本海フェリー・ツーリストA寝台（個室へランクアップ可）
■2・3泊目：スーパーホテル旭川　■ホテル1名1室追加料金8,000円

7/2㈰催行7/2㈰催行

旅行代金（お１人様／1日目：山小屋相部屋・2日目：ホテル2名１室）

69，800円（税込）69，800円（税込）69，800円（税込）8/27㈰催行8/27㈰催行

限定23名様限定23名様限定23名様早いもの
勝ち！

鳥海湖鳥海湖鳥海湖

■食事：朝2、昼1、夕1  ■ホテル1名1室追加料金2,000円
■御浜小屋（山小屋）　スーパーホテル盛岡
■食事：朝2、昼1、夕1  ■ホテル1名1室追加料金2,000円
■御浜小屋（山小屋）　スーパーホテル盛岡
■食事：朝2、昼1、夕1  ■ホテル1名1室追加料金2,000円
■御浜小屋（山小屋）　スーパーホテル盛岡

クーポンで実質
159，800円！
クーポンで実質

159，800円！
クーポンで実質

159，800円！
更
に
！

更
に
！

187,000円（税込）
支援割
適用 167,000円税

込▶
187,000円（税込）
支援割
適用 167,000円税

込▶

旅行代金（お１人様／利尻３名1室又
は男女別相部屋、稚内は２名１室利用）
旅行代金（お１人様／利尻３名1室又
は男女別相部屋、稚内は２名１室利用）

❶飯田3：30頃～東北信7：00頃＝新潟港dフェリー（船中泊）❷d
小樽港＝宗谷岬＝稚内港d利尻島＝利尻富士温泉（夕食・泊）❸ホ
テル＝野営場l見晴台l長官山l避難小屋l沓形分岐l利尻岳山
頂l往路の逆l野営場＝利尻富士温泉（夕食・泊）❹朝食･ホテル
＝利尻島d礼文島＝トレッキング3時間・桃岩展望台l＝礼文島d
稚内港＝稚内（泊）❺朝食・ホテル＝ラム焼肉の昼食＝小牧東港d
新潟港＝各地18：30港～22：00頃

専門ガイドが御案内！専門ガイドが御案内！専門ガイドが御案内！ 専門ガイドが御案内！専門ガイドが御案内！専門ガイドが御案内！

■食事：朝4、昼4、夕2　■新日本海フェリーツーリストA
■利尻富士温泉：田中屋ひなげし館　稚内：稚内グランドホテル
■食事：朝4、昼4、夕2　■新日本海フェリーツーリストA
■利尻富士温泉：田中屋ひなげし館　稚内：稚内グランドホテル

7/11㈫催行7/11㈫催行

最北の日本百名山・利尻岳登山
礼文島桃岩展望台トレッキング6日間
最北の日本百名山・利尻岳登山
礼文島桃岩展望台トレッキング6日間

❶長野駅6：09bお近くの駅から列車乗車／南信はバス：諏訪IC6：00
頃～飯田IC7：00頃＝中津川駅8：21発bJRb名古屋駅b福山駅＝
e松山城＝道後温泉本館＝夕食＝宇和島ホテル（泊）❷朝食・ホテル
＝竜串海岸＝黒潮市場・昼食＝四国最南端・足摺岬＝四万十川遊覧
船＝高知（夕食・泊）❸朝食・ホテル＝桂浜･坂本龍馬像＝話題の廃
校水族館＝室戸岬＝名物鯨御膳の昼食＝ことひら温泉（夕食・泊）
❹朝食・ホテル＝金比羅宮b中津川駅＝東北中信は列車にて帰宅
（長野駅21：34）、南信はバスにて飯田IC20：00頃～諏訪IC22：00頃

旅行代金（お１人様／4名１室利用）旅行代金（お１人様／4名１室利用）

98,500円（税込）
支援割適用
6月末まで88,500円税

込▶
98,500円（税込）
支援割適用
6月末まで88,500円税

込▶

6/5㈪催行  7/4㈫ 11㈫  8/30㈬  9/19㈫6/5㈪催行  7/4㈫ 11㈫  8/30㈬  9/19㈫

■3名1室4,000円増  2名1室11,000円増 　■食事:朝3､昼3､夕3
■1泊目：宇和島/ホテルクレメント  2泊目：高知・土佐御苑   3泊目：ことひら温泉・琴参閣
■3名1室4,000円増  2名1室11,000円増 　■食事:朝3､昼3､夕3
■1泊目：宇和島/ホテルクレメント  2泊目：高知・土佐御苑   3泊目：ことひら温泉・琴参閣

四国ぐるっと一周4日間四国ぐるっと一周4日間
松山・道後・宇和島・足摺岬・四万十川・高知
室戸岬・廃校水族館・名物鯨御膳・金比羅宮
松山・道後・宇和島・足摺岬・四万十川・高知
室戸岬・廃校水族館・名物鯨御膳・金比羅宮

クーポンで実質
86，500円！
クーポンで実質
86，500円！
クーポンで実質
86，500円！

更
に
！

更
に
！

❶東北信・飯田4：30頃～諏訪8：00頃＝河口湖＝富士山五合目・昼
食l登山（4～5時間）l山小屋（夕食・仮眠）
❷山小屋（1：00頃）l登山（2時間）l富士山頂：御来光・朝食・散策
l下山（3～4時間）l五合目＝富士スバルライン＝河口湖：昼食・入
浴＝各地16：00頃～19：30頃（須走口ルートは別ルートになります）

旅行代金（お１人様）

33，900円（税込）33，900円（税込）33，900円（税込）
1名参加可

富士吉田ルート：7/23㈰ 30㈰  8/7㈪ 11㈷ 17㈭富士吉田ルート：7/23㈰ 30㈰  8/7㈪ 11㈷ 17㈭
須走口ルート：7/27㈭  8/1㈫須走口ルート：7/27㈭  8/1㈫

登山専用ガイドがご案内！登山専用ガイドがご案内！
世界遺産の頂きを目指せ！

富士登山2日間
世界遺産の頂きを目指せ！

富士登山2日間

■食事：朝１、昼２、夕１　■山小屋・白雲荘又は見晴館■食事：朝１、昼２、夕１　■山小屋・白雲荘又は見晴館

❶東北信5：30頃～飯田10：00頃＝神戸北野異人館めぐり自由散策
＝神戸港d（船中泊）❷d宮崎港＝サンメッセ日南＝100名城の飫
肥城址･おび天昼食＝世界三大花木のジャカランタの森＝侵食崖に
たつ鵜戸神宮＝青島海幸温泉（夕食・泊）❸朝食l青島・鬼の洗濯板
lホテル＝西都原古墳群（鬼の窟・考古博物館・このはな館昼食）＝
日本最大級のさざれ石・大御神社＝日向岬馬ヶ背・クルスの海＝宮
崎港（船中泊）❹d神戸港＝各地16：30頃～21：00頃

旅行代金（お１人様／ホテル3～4名１室利用）旅行代金（お１人様／ホテル3～4名１室利用）

74,900円（税込）
支援割
適用 64,900円税

込▶
74,900円（税込）
支援割
適用 64,900円税

込▶

6/12㈪6/12㈪

■食事:朝1､昼2､夕1　■宮崎カーフェリー2等寝台（ドミトリー）
■青島海幸温泉 青島グランドホテル  ■フェリーランクアップ可
■2名1室追加料金2,000円　1名1室追加料金6,000円

■食事:朝1､昼2､夕1　■宮崎カーフェリー2等寝台（ドミトリー）
■青島海幸温泉 青島グランドホテル  ■フェリーランクアップ可
■2名1室追加料金2,000円　1名1室追加料金6,000円

宮崎4日間宮崎4日間
ジャカランタの花と日南海岸ジャカランタの花と日南海岸

100名城飫肥城址
鵜戸神宮･モアイ像
100名城飫肥城址
鵜戸神宮･モアイ像

クーポンで実質
60，900円！
クーポンで実質
60，900円！
クーポンで実質
60，900円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様／3～5名１室利用）旅行代金（お１人様／3～5名１室利用）

36,800円（税込）
支援割適用
6月末まで31,800円税

込▶
36,800円（税込）
支援割適用
6月末まで31,800円税

込▶

❶東北信・飯田5：00頃～諏訪7：30頃＝成田山新勝寺参拝l昼食
＝銚子駅b銚子電鉄b犬吠駅＝地球の丸く見える丘展望館＝ホテ
ル（夕食・泊）❷朝食･ホテル＝ウオッセ21（海産物の買物）＝牛久大
仏（世界一のブロンズ大仏）＝阿見市昼食＝阿見市：予科練平和記
念館＝各地18：30頃～22：00頃

食事4回付！！食事4回付！！食事4回付！！

■犬吠埼 ホテルニュー大新
■食事:朝1、昼2、夕1　■2名1室追加料金2,200円 
■犬吠埼 ホテルニュー大新
■食事:朝1、昼2、夕1　■2名1室追加料金2,200円 

がんばれ！銚子電鉄
暖ったか！房総2日間
がんばれ！銚子電鉄
暖ったか！房総2日間
成田山新勝寺・本州最東端
犬吠埼温泉・世界一の牛久大仏
成田山新勝寺・本州最東端
犬吠埼温泉・世界一の牛久大仏
6/2㈮ 7/12㈬ 8/22㈫ 9/19㈫ 10/12㈭6/2㈮ 7/12㈬ 8/22㈫ 9/19㈫ 10/12㈭

旅行代金（お１人様／ホテル2名１室利用）旅行代金（お１人様／ホテル2名１室利用）

199,800円（税込）
支援割
適用 174,800円税

込▶
199,800円（税込）
支援割
適用 174,800円税

込▶

❶飯田6：00頃～長野～佐久9：00頃＝仙台城跡＝瑞巌寺＝五大堂・松島海岸＝仙台港d【大平洋フェ
リー】（船中泊）❷d苫小牧港＝海鮮料理の昼食＝小樽運河観光＝サッポロビール博物館＝白い恋人
パーク＝ビール園・焼肉食べ放題＝苫小牧港d【新日本海フェリー】（船中泊）❸d終日船内d敦賀港
＝敦賀（泊）❹ホテル＝舞鶴赤れんがパーク＝日本三景天橋立＝昼食＝天保山・散策＝泉大津港d
【阪九フェリー】（船中泊）❺d新門司港＝世界遺産・宗像大社辺津宮＝太宰府天満宮＝昼食＝湯布
院・金隣湖＝海地獄＝臼杵（泊）❻ホテル＝国宝の磨崖仏・臼杵石仏＝宮崎牛御膳の昼食l青島・鬼の
洗濯板＝鵜戸神宮＝志布志港d【さんふらわあフェリー】（船中泊）❼d大阪南港＝神戸北野異人館街
＝名古屋城・豪華絢爛の本丸御殿＝各地18：00頃～22：30頃

太平洋フェリー太平洋フェリー太平洋フェリー6/16㈮催
行6/16㈮催
行

8/4㈮催行8/4㈮催行

8/5㈯8/5㈯

食事
17回付
食事

17回付
食事

17回付
フェリー1等船室フェリー1等船室

日本一周7日間
ゆったりデラックス船旅
日本一周7日間
ゆったりデラックス船旅

■2等船室169,800円
■1名1室追加代金30,000円　■スイート・デラックス船室ランクアップ45,000円増　■食事:朝6､昼5､夕6
■太平洋フェリー／新日本海フェリー／阪九フェリー／さんふらわあ　■ホテルのみ1名1室7,000円増

■2等船室169,800円
■1名1室追加代金30,000円　■スイート・デラックス船室ランクアップ45,000円増　■食事:朝6､昼5､夕6
■太平洋フェリー／新日本海フェリー／阪九フェリー／さんふらわあ　■ホテルのみ1名1室7,000円増

■2等船室169,800円
■1名1室追加代金30,000円　■スイート・デラックス船室ランクアップ45,000円増　■食事:朝6､昼5､夕6
■太平洋フェリー／新日本海フェリー／阪九フェリー／さんふらわあ　■ホテルのみ1名1室7,000円増

1名参加可

クーポンで実質
165，800円！
クーポンで実質

165，800円！
クーポンで実質

165，800円！
更
に
！

更
に
！

❶東北信6：00頃～飯田10：30頃＝大阪南港d（夕食・船中泊）
❷d新門司港＝秋吉台＝秋芳洞＝萩（松蔭神社と吉田松陰の私塾
松下村塾、屋敷跡や土塀の菊屋横丁散策、萩焼）＝津和野散策（白
壁に沿う掘割に鯉の泳ぐ殿町）＝岩国（泊）❸ホテル＝錦帯橋＝宮
島口d厳島神社d宮島口＝広島原爆ドーム＝平和記念公園＝昼
食＝e千光寺公園e＝鷲羽山温泉(泊)❹ホテル＝倉敷美観地区＝
姫路城＝各地18：30頃～22：30頃

食事
10回付！
食事

10回付！
食事

10回付！

■食事：朝3、昼4、夕3　■ホテル2名1室5,000円増
■名門大洋フェリー1等個室・岩国国際観光ホテル・鷲羽グランドホテル又は同等クラス
■食事：朝3、昼4、夕3　■ホテル2名1室5,000円増
■名門大洋フェリー1等個室・岩国国際観光ホテル・鷲羽グランドホテル又は同等クラス

旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）旅行代金（お１人様／3～4名１室利用）

94,000円（税込）
支援割
適用 84,000円税

込▶
94,000円（税込）
支援割
適用 84,000円税

込▶

5/28㈰  6/19㈪ 24㈯5/28㈰  6/19㈪ 24㈯

倉敷倉敷倉敷
リッチな旅 瀬戸内海クルーズ1等船室で行くリッチな旅 瀬戸内海クルーズ1等船室で行く
山陽たっぷり4日間
秋吉台・萩・津和野・安芸の宮島
広島・倉敷・姫路城

山陽たっぷり4日間
秋吉台・萩・津和野・安芸の宮島
広島・倉敷・姫路城 旅行代金（お１人様／2名１室利用）旅行代金（お１人様／2名１室利用）

89,000円（税込）
しま旅割
適用で77,500円税

込

▶

支援割適用
6月末まで72,500円税

込▶

89,000円（税込）
しま旅割
適用で77,500円税

込

▶

支援割適用
6月末まで72,500円税

込▶

旅行代金（お１人様／1～2名１室利用）旅行代金（お１人様／1～2名１室利用）
89,000円（税込）
しま旅割
適用で77,000円税

込▶
支援割適用
6月末まで72,000円税

込▶

89,000円（税込）
しま旅割
適用で77,000円税

込▶
支援割適用
6月末まで72,000円税

込▶

クーポンで実質

70，500円！
クーポンで実質

70，500円！
クーポンで実質

70，500円！更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様／4名以上１室利用）旅行代金（お１人様／4名以上１室利用）

34,500円（税込）
支援割適用
6月末まで29,500円税

込▶
34,500円（税込）
支援割適用
6月末まで29,500円税

込▶

クーポンで実質
27，500円～
28，500円！
クーポンで実質
27，500円～
28，500円！
クーポンで実質
27，500円～
28，500円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様／米子2名1室･隠岐4名１室）旅行代金（お１人様／米子2名1室･隠岐4名１室）

74,800円（税込）
支援割適用
6月末まで64,800円税

込▶
74,800円（税込）
支援割適用
6月末まで64,800円税

込▶

59,800円（税込）
支援割適用
6月末まで49,800円税

込▶
59,800円（税込）
支援割適用
6月末まで49,800円税

込▶

クーポンで実質
45，800円～
46，800円！
クーポンで実質
45，800円～
46，800円！
クーポンで実質
45，800円～
46，800円！

更
に
！

更
に
！

旅行代金（お１人様／2名１室利用）旅行代金（お１人様／2名１室利用）

99,000円（税込）
支援割
適用 94,050円税

込▶
99,000円（税込）
支援割
適用 94,050円税

込▶

旅行代金（お１人様／2名１室利用）旅行代金（お１人様／2名１室利用）

119,000円（税込）119,000円（税込）119,000円（税込）旅行代金（お１人様／2名１室利用）旅行代金（お１人様／2名１室利用）

92,800円（税込）92,800円（税込）92,800円（税込）

クーポンで実質
92，050円！
クーポンで実質
92，050円！
クーポンで実質
92，050円！

更
に
！

更
に
！

❶東北信6：00頃～飯田10：00頃＝大阪南港d（船中泊）❷d新
門司港＝博多港8:00発dジェットフォイルd壱岐の島＝岳ノ辻
展望台＝猿岩・黒崎砲台跡＝鬼の窟古墳＝海鮮生うに御膳＝イ
ルカパーク＝壱岐の蔵酒造＝左京鼻＝はらほげ地蔵＝芦辺港
dジェットフォイルd対馬lホテル(名物あなご尽くし御膳・泊)❸
ホテル＝万関橋＝和多都三神社＝烏帽子岳展望台＝万松院＝
対馬dジェットフォイルd博多港＝小倉城＝門司港レトロ＝新
門司港d（船中泊）❹d大阪南港＝各地14：30頃～19：00頃

❶東北信6：00頃～飯田10：00頃＝天保山＝大阪南港d（船中
泊）❷d新門司港＝長崎港dジェットフォイルd福江港＝五島う
どん工場説明と五島うどん昼食＝石田城址＝井持浦教会・ルルド
＝大瀬崎断崖・展望台＝高浜ビーチ＝海鮮料理夕食＝ホテル(
泊)❸ホテル＝福江港dチャーター船・キリシタンクルーズd久賀
島・旧五輪教会堂d奈留島・江上天主堂dキリシタン洞窟d福江
港dジェットフォイル･昼食お弁当d長崎港＝新門司港d（船中
泊）❹d大阪南港＝各地14：30頃～19：00頃

■食事:朝1、昼2、夕1　■フェリーランクアップ：1等個室片道6,500円増
■1・3泊目：名門大洋フェリー2等洋室／2泊目：東横イン又はホテル対馬
■食事:朝1、昼2、夕1　■フェリーランクアップ：1等個室片道6,500円増
■1・3泊目：名門大洋フェリー2等洋室／2泊目：東横イン又はホテル対馬■1・3泊目：名門大洋フェリー2等洋室／2泊目：ホテル上之家

■食事:朝1、昼2、夕1  ■フェリーランクアップ：1等個室片道6,500円増
■1・3泊目：名門大洋フェリー2等洋室／2泊目：ホテル上之家
■食事:朝1、昼2、夕1  ■フェリーランクアップ：1等個室片道6,500円増

潜伏キリシタンの歴史
五島列島・長崎4日間
瀬戸内クル－ズ・キリシタンクルーズ
世界遺産の江上天主堂と旧五輪教会堂

潜伏キリシタンの歴史
五島列島・長崎4日間
瀬戸内クル－ズ・キリシタンクルーズ
世界遺産の江上天主堂と旧五輪教会堂

5/28㈰催行
6/8㈭催行
7/23㈰ 8/17㈭

5/28㈰催行
6/8㈭催行
7/23㈰ 8/17㈭

5/19㈮催行 6/21㈬ 7/17㈪5/19㈮催行 6/21㈬ 7/17㈪

知覧特攻平和会館知覧特攻平和会館知覧特攻平和会館

あなご尽くし御膳あなご尽くし御膳あなご尽くし御膳

国境
の島壱岐･対馬4日間
海鮮うに御膳と名物あなご尽くし

国境
の島壱岐･対馬4日間
海鮮うに御膳と名物あなご尽くし

東北五大祭り5日間東北五大祭り5日間
盛岡さんさ祭り・青森ねぶた祭り
秋田竿燈祭り・仙台七夕祭り
山形花笠祭り

盛岡さんさ祭り・青森ねぶた祭り
秋田竿燈祭り・仙台七夕祭り
山形花笠祭り

❶東北信5：30頃～飯田10：00頃＝大阪南港d名門大洋フェリー
（船中泊）❷d新門司港＝九重「夢」吊り橋＝草千里展望・昼食＝高
千穂峡＝さざれ石の大御神社＝宮崎(泊)❸ホテル＝青島神社・鬼
の洗濯板＝黒酢ランチ＝有村溶岩展望所＝桜島港d鹿児島港＝仙
巌園＝西郷隆盛銅像＝大久保利通銅像＝鹿児島（泊）❹ホテル＝
知覧・武家屋敷庭園＝知覧特攻平和会館＝鵜戸神宮＝道の駅フェ
ニックス・堀切峠＝宮崎港d（船中泊）❺d神戸港＝大樹寺＝家康
御膳昼食＝岡崎城＝家康大河ドラマ館＝各地17：00頃～21：30頃

❶東北信6：00頃～飯田10：00頃＝中部空港a鹿児島空港＝鹿児島（泊）
❷ホテル＝照国神社＝西郷隆盛像＝鹿児島・本港d種子島港＝昼食＝
鉄砲博物館＝千座の岩屋＝種子島宇宙センター＝種子島(夕食・泊)❸ホ
テル＝種子島港d屋久島港＝白谷雲水峡＝昼食＝屋久島自然館＝千尋
の滝＝屋久島(夕食・泊)❹ホテル＝紀元杉＝ヤクスギランド＝屋久杉伝承
蔵＝ふるさと市場・昼食＝環境文化センター＝屋久島港d鹿児島・本港＝
鹿児島（泊）❺ホテル＝知覧特攻平和会館・知覧武家屋敷＝西大山駅＝池
田湖パラダイス＝鹿児島空港a中部空港＝各地17：30頃～22：00頃

❶飯田2：00頃～東北信6：00頃＝ホテルチェックインl盛岡さんさ
祭りlホテル（泊）❷朝食・ホテル＝十和田湖＝奥入瀬渓流＝青森ね
ぶた祭り＝ホテル（泊）❸朝食・ホテル＝日本一深い田沢湖・辰子姫
の像＝角館・今も残る城下町の武家屋敷自由散策＝秋田竿燈祭り＝
ホテル（泊）❹朝食・ホテル＝仙谷七夕祭り＝山形花笠祭り＝郡山ホ
テル（泊）❺朝食・ホテル＝戊辰戦争悲劇の地・白虎隊の飯盛山＝日
本100名城の鶴ヶ城（会津若松城）＝各地18：30頃～22：30頃

❶飯田2：00頃～東北信6：00頃＝青森ねぶた祭り＝盛岡ホテル
（泊）❷ホテル・朝食＝田沢湖・辰子姫の像＝角館・武家屋敷群散策
＝角館昼食＝秋田竿燈まつり＝盛岡ホテル（泊）❸ホテル・朝食＝
仙台七夕祭り＝各地20：30頃～24：00頃

■食事：朝2、昼4　■1名1室追加料金6,000円
■名門大洋フェリー・宮崎カーフェリー2等洋室
■鹿児島：タイセイアネックスホテル　宮崎：アリストンホテル宮崎
■フェリー1等ランクアップ：往路7,000円　復路8,900円

■食事：朝2、昼4　■1名1室追加料金6,000円
■名門大洋フェリー・宮崎カーフェリー2等洋室
■鹿児島：タイセイアネックスホテル　宮崎：アリストンホテル宮崎
■フェリー1等ランクアップ：往路7,000円　復路8,900円

■食事：朝2、昼4　■1名1室追加料金6,000円
■名門大洋フェリー・宮崎カーフェリー2等洋室
■鹿児島：タイセイアネックスホテル　宮崎：アリストンホテル宮崎
■フェリー1等ランクアップ：往路7,000円　復路8,900円

■食事：朝4、昼3　■1名1室追加料金18,000円
■スーパーホテル盛岡　ダイワロイネットホテル郡山駅前
■食事：朝4、昼3　■1名1室追加料金18,000円
■スーパーホテル盛岡　ダイワロイネットホテル郡山駅前
■食事：朝4、昼3　■1名1室追加料金18,000円
■スーパーホテル盛岡　ダイワロイネットホテル郡山駅前

南九州 鹿児島･宮崎たっぷり見学5日
間

「どうする家康」岡崎城
        とドラマ館

南九州 鹿児島･宮崎たっぷり見学5日
間

「どうする家康」岡崎城
        とドラマ館6/5㈪ 27㈫6/5㈪ 27㈫6/5㈪ 27㈫

輪島こうしゅうえんに泊まる！
能登2日間
輪島こうしゅうえんに泊まる！
能登2日間
6/7㈬ 24㈯
7/15㈯ 23㈰
6/7㈬ 24㈯
7/15㈯ 23㈰

能登御陣乗太鼓鑑賞能登御陣乗太鼓鑑賞

■食事：朝1、昼1、夕1   ■こうしゅうえん  ■夕食時お酒1本付き
■3名1室1500円増　2名1室3,000円増　■青字出発3,500円増 
■食事：朝1、昼1、夕1   ■こうしゅうえん  ■夕食時お酒1本付き
■3名1室1500円増　2名1室3,000円増　■青字出発3,500円増 

❶飯田7：30頃～東北信10：30頃＝舟盛膳昼食＝出雲崎と良寛記念館
＝せんべい王国＝新発田城＝名物へぎそば御膳夕食＝そらの広場・展
望台から新潟夜景と重文萬代橋見学＝新潟港22：30d（船中・泊）
❷d秋田港5：05＝田沢湖＝角館武家屋敷散策＝日本キャニオン車窓
＝白神山地十二湖＝十二湖駅b五能線乗車bあきた白神駅＝男鹿温
泉郷（夕食・泊）❸ホテル＝男鹿半島最先端入道崎＝真山神社・なまは
げ館＝寒風山＝秋田まるごと市場＝各地21：30頃～翌0：30頃

■食事：朝2、昼3、夕2  ■男鹿温泉郷 男鹿観光ホテル又は同等クラス
■新日本海フェリー1等船室（ステートB）・デラックスB：4,500円増
■食事：朝2、昼3、夕2  ■男鹿温泉郷 男鹿観光ホテル又は同等クラス
■新日本海フェリー1等船室（ステートB）・デラックスB：4,500円増

5/27㈯ 6/8㈭ 7/6㈭
7/25㈫ 8/23㈬ 30㈬
5/27㈯ 6/8㈭ 7/6㈭
7/25㈫ 8/23㈬ 30㈬

ナマハゲと男鹿温泉
秋田周遊3日間
1等船室フェリークルーズ

ナマハゲと男鹿温泉
秋田周遊3日間
1等船室フェリークルーズ

神の　
宿る島隠岐の島
米子・倉吉3日間
神の　
宿る島隠岐の島
米子・倉吉3日間

■天然温泉ルートイン米子又はスーパーホテル米子駅前
■隠岐の島プラザホテル又は同等クラス  ■食事：朝2、昼1、夕1
■米子1名1室：1,500円増  ■隠岐3名1室1,000円増  ■隠岐2名1室：3,500円増

■天然温泉ルートイン米子又はスーパーホテル米子駅前
■隠岐の島プラザホテル又は同等クラス  ■食事：朝2、昼1、夕1
■米子1名1室：1,500円増  ■隠岐3名1室1,000円増  ■隠岐2名1室：3,500円増

6/10㈯ 28㈬ 7/20㈭
8/22㈫  9/5㈫ 13㈬ 27㈬
6/10㈯ 28㈬ 7/20㈭
8/22㈫  9/5㈫ 13㈬ 27㈬

東北3大祭り3日間
ねぶた･竿燈･七夕
東北3大祭り3日間
ねぶた･竿燈･七夕

■食事：朝2、昼2  ■リッチモンドホテル盛岡駅前
■1名1室追加料金5,000円
■食事：朝2、昼2  ■リッチモンドホテル盛岡駅前
■1名1室追加料金5,000円
■食事：朝2、昼2  ■リッチモンドホテル盛岡駅前
■1名1室追加料金5,000円

7/19㈬ 8/27㈰ 9/1㈮7/19㈬ 8/27㈰ 9/1㈮

デラックスホテル種子島･屋久島
鹿児島5日間
デラックスホテル種子島･屋久島
鹿児島5日間

■食事：朝4、昼3、夕2　■1名1室30,000円増
■鹿児島タイセイアネックスホテル
　種子島いわさきホテル／屋久島いわさきホテル

■食事：朝4、昼3、夕2　■1名1室30,000円増
■鹿児島タイセイアネックスホテル
　種子島いわさきホテル／屋久島いわさきホテル

■食事：朝4、昼3、夕2　■1名1室30,000円増
■鹿児島タイセイアネックスホテル
　種子島いわさきホテル／屋久島いわさきホテル

旅行代金（お１人様／2名１室利用）旅行代金（お１人様／2名１室利用）

198,000円（税込）198,000円（税込）198,000円（税込）

旅行代金（お1人様／2名1室利用）

食事4回付！！食事4回付！！食事4回付！！

大瀬崎灯台大瀬崎灯台大瀬崎灯台

※愛媛県は予算終了しました※愛媛県は予算終了しました※愛媛県は予算終了しました

※福岡・兵庫・鹿児島は
　予算終了しました
※福岡・兵庫・鹿児島は
　予算終了しました
※福岡・兵庫・鹿児島は
　予算終了しました ※兵庫県は予算終了しました※兵庫県は予算終了しました※兵庫県は予算終了しました※福岡県は予算終了しました※福岡県は予算終了しました※福岡県は予算終了しました

※福岡は予算終了しました※福岡は予算終了しました※福岡は予算終了しました

※長崎・福岡は予算終了しました※長崎・福岡は予算終了しました※長崎・福岡は予算終了しました

※長崎・福岡は予算終了しました※長崎・福岡は予算終了しました※長崎・福岡は予算終了しました

新日本海フェリー新日本海フェリー新日本海フェリー

クーポンで実質

29，800円！
クーポンで実質

29，800円！
クーポンで実質

29，800円！更
に
！

更
に
！

〈共通事項〉❶金額は2名1室での1名様料
金❷3～4人目は18才以上は半額、18才未
満は無料❸1名1室は2名1室の倍額●バル
コニーアウレア：上層階11-13階の中央
部キャビン。24時間無料ルームサービ
ス、自由な夕食時間、種々のサービス付

台湾・沖縄満喫クルーズ7日間台湾・沖縄満喫クルーズ7日間
バルコニー 　　　¥159,800バルコニー 　　　¥159,800バルコニー 　　　¥159,8007/20㈭7/20㈭

熊野･日本一周満喫クルーズ10日間熊野･日本一周満喫クルーズ10日間
バルコニー
バルコニーアウレア

¥319,800
¥379,800
¥319,800
¥379,800
¥319,800
¥379,8008/16㈬8/16㈬

日本発着史上最大17万トンの豪華外国船クルーズ
横浜港までの交通費込み!
日本発着史上最大17万トンの豪華外国船クルーズ
横浜港までの交通費込み!
MSCベリッシマMSCベリッシマ

西日本と済州島クルーズ9日間西日本と済州島クルーズ9日間
バルコニー
バルコニーアウレア
バルコニー
バルコニーアウレア

¥199,800
¥239,800
¥199,800
¥239,800
¥199,800
¥239,8009/12㈫9/12㈫

釜山&九州一周クルーズ10日間釜山&九州一周クルーズ10日間
バルコニー
バルコニーアウレア

¥219,800
¥259,800
¥219,800
¥259,800
¥219,800
¥259,8009/20㈬9/20㈬

※愛媛県は予算終了しました※愛媛県は予算終了しました※愛媛県は予算終了しました
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