専門おもてなしガイドが御案内！ 10011

七年に一度の

1411-6

七年に一度の

1411-7

1411-9

七年に一度の

1525

七年に一度の

1411-8

七年に一度の

10021

信州の小京都

根曲り竹の子狩り 10042

120万本のすずらん 善光寺前立本尊御開帳 善光寺前立本尊御開帳 善光寺前立本尊御開帳 善光寺前立本尊御開帳 善光寺前立本尊御開帳 「寺のまちいいやま」キロ数千円! 高級竹の子採り放題!
入笠山トレッキング
ランチバイキング 別所 約1万本のあじさい寺「高源院」 根曲がり竹御膳と入浴
ランチバイキング 長野キルト
長野県立美術館 日本三大そば
360度の大パノラマ
善光寺さんと高村光雲展覧会
ランチバイキング

初級

昼食付

ゴンドラ料金込み・食事なし
旅行代金

10,000円（税込）

戸隠そばづくし
戸隠神社

2,000円クーポン付

高橋まゆみ人形館

昼食付

6/17㈮ 26 ㈰

6/19 ㈰ 24 ㈮ 27㈪

※参拝料・法要料は別途必要です。
更に！クーポンで実質 ※参拝料・法要料は別途必要です。
日帰り割適用
旅行代金
旅行代金
円！
5,000円（税込）▶ ，
11,800円（税込） 2,000円クーポン付 12,900円（税込） 2,000円クーポン付
更に！クーポンで実質 日帰り割適用
更に！クーポンで実質
㈯
㈰
㈬
㈮ 日帰り割適用
円！ 7,900円（税込）
円！
，
，
▶
▶
山梨8：00頃〜諏訪南10：15頃＝山麓 6,800円（税込）
駅e（ゴンドラ）山頂駅・山野草公園l 山梨8：30頃〜東北信11：00頃＝ランチバ 山梨6：00頃〜東北信8：30頃＝七年に
入笠湿原l入笠山山頂l山野草公園 イキング＝長野県立美術館（善光寺さんと 一 度 の 善 光 寺 御 開 帳 ＝ 戸 隠 神 社 中 社
l山頂駅e（ゴンドラ）山麓駅･お買物 高村光雲展）、七年に一度の善光寺御開 参 拝 ･そばづくし昼 食 ＝ 戸 隠 神 社 奥 社
参拝＝山梨19：30頃
＝山梨17：30頃
帳＝山梨19：30頃

3 000

6/11

19

22

24

4 800

5 900

1427
専門ガイドが御案内！ 10019 森林浴発祥の地
樹齢300年の木曽ひのきの天然林

信州の鎌倉 国宝めぐり 高橋まゆみ人形館
安楽寺・大法寺
北向観音
昼食付
6/21㈫ 28 ㈫
※参拝料・法要料
6/20 ㈪ 26 ㈰

フェスティバル

昼食付

会場：長野市ビッグハット

6/18 ㈯
23 ㈭ 27㈪

6/23 ㈭
24 ㈮ 25 ㈯

※参拝料・法要料は別途必要です。

※参拝料・法要料は別途必要です。

は別途必要です。

旅行代金

旅行代金

旅行代金

10,800円（税込）

2,000円クーポン付

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
円！
5,800円（税込）▶ ，
山梨6：00頃〜東北信8：30頃＝七年に一
度の善光寺御開帳＝ランチバイキング＝
高橋まゆみ人形館＝オアシスおぶせ（お
買物）＝山梨19：30頃

3 800

食事なし

2,000円クーポン付

10,000円（税込）

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
円！
5,000円（税込）▶ ，
山梨7：00頃〜東北信10：00頃=長野市
ビッグハット
（長野キルトフェスティバル)
＝ 七 年に一 度 の 善 光 寺 御 開 帳 ＝ 山 梨
20：30頃

3 000

マイクロバスしか入れない 1455 本格的英国式庭園のバラ園 10051 世界屈指の気場・パワースポット 10052
長野県最南端の秘境

ゼロ磁場の分杭峠

昼食付

11,800円（税込）

旅行代金

12,800円（税込）

2,000円クーポン付

6/17㈮ 19 ㈰
21㈫ 23 ㈭ 25 ㈯ 26 ㈰

2,000円クーポン付

旅行代金

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
更に！クーポンで実質 7,800円（税込）
円！
日帰り割適用
，
▶
！
円
6,800円（税込）▶ ，
山梨6：00頃〜東北信8：30頃＝飯山駅l
山梨6：00頃〜東北信8：30頃＝七年に一 寺のまち飯山をガイドと散策l高橋まゆ
度の善光寺御開帳＝ランチバイキング＝ み人形館＝飯山市内で昼食＝約一万本
別所・国宝安楽寺、北向観音参拝＝国宝・ のあじさい寺「高源院」＝道の駅ふるさと
豊田お買物＝山梨19：00頃
大法寺参拝＝山梨20：00頃

5 800

4 800

13,900円（税込）

昼食付

2,000円クーポン付

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
円！
8,900円（税込）▶ ，
山梨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＝山梨20：00頃

6 900

3500株の

10003 ネイチャーガイドがご案内！10053 しなの鉄道･大人気観光列車 1976

6/19 ㈰ 25 ㈯ 29 ㈬

昼食付

志賀高原トレッキング

南木曽温泉入浴
昼食付 かんてんぱぱ・モンテリイナ
豪華ランチバイキング
トレッキング初級

バラ・ローズガーデン 高層湿原と神秘的な池を巡ります ろくもん に乗車
日本のチロル・下栗の里 バラクライングリッシュガーデン
武田勝頼の母 由布姫の供養塔 高遠しんわの丘ローズガーデン
善光寺前立本尊御開帳
キロ数千もする高級竹の子採り放題！
！
元善光寺御開帳
小坂観音院の800株の紫陽花 鎌倉殿の13人登場！工藤祐経の子ゆかりの 軽井沢プリンスホテル
ランチバイキング
深妙寺の紫陽花
下栗そば御膳
根曲がり竹の子狩り 「プリモフィト」洋食 景観と
ショッピングプラザ
ランチ
昼食付
24名限定!
をご堪能！

6/25 ㈯
6/29 ㈬

6/17㈮ 27㈪

鎌倉殿の13人
赤沢自然休養林
朝日将軍・木曽義仲ゆかりの地 寝覚の床・奈良井宿
昼食付

旅行代金

12,980円（税込）

6/20 ㈪
25 ㈯ 29 ㈬
2,000円クーポン付

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
円！
，
7,980円（税込）▶
山梨7：30頃〜伊那9：30頃＝【現地ガ
イドがご案 内：木 曽 町日義の義 仲 公ゆ
かりの地めぐり】＝資料館・義仲館l 徳
音寺＝巴淵＝旗挙八幡宮＝ホテル木曽
路・ランチバイキング･･南木曽温泉・入
浴＝山梨20：00頃

5 980

6/28 ㈫
6/29 ㈬

昼食付

旅行代金

10,000円（税込）

2,000円クーポン付

旅行代金

2,000円クーポン付

12,800円（税込）
更に！クーポンで実質 日帰り割適用
更に！クーポンで実質
日帰り割適用
！
円
円！
，
5,000円（税込）▶
7,800円（税込）▶ ，
山梨6：00頃〜伊那8：00頃＝権兵衛ト 山梨6：30頃〜松川8：45頃＝矢筈トンネ
ンネル＝赤沢自然休養林の森林浴・森 ル＝しらびそ高原＝御池隕石クレーター
林 鉄 道 記 念 館 ＝ 寝 覚の床（昼 食）＝ 中 （車窓）＝日本のチロル・下栗を一望でき
山道奈良井宿散策＝権兵衛トンネル＝ る展望台（天界の郷ビューポイント）lお
かんてんぱぱガーデン・モンテリイナ（お 蕎麦の昼食＝元善光寺御開帳＝飯田に
買物）＝山梨19：00頃
てお買物＝山梨18：30頃

3 000

5 800

6/28 ㈫ 30 ㈭
旅行代金

10,800円（税込）

昼食付
2,000円クーポン付

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
円！
5,800円（税込）▶ ，
山梨9：00頃〜諏訪10：15頃＝バラクライ
ングリッシュガーデン･昼食＝由布姫の供
養塔・紫陽花の小坂観音院＝おぎのや買
物＝山梨17：30頃

3 800

昼食弁当付

旅行代金

2,000円クーポン付

10,800円（税込）

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
円！
5,800円（税込）▶ ，
山梨6：00頃〜伊那8：20頃＝高遠しん
わの丘ローズガーデン＝ パワースポッ
ト！ゼロ磁 場 の 分 杭 峠 ＝ 焼き肉 御 膳 の
昼食＝深妙寺･200種2500株の紫陽花
＝かんてんぱぱショップ・モンテリイナお
買物＝山梨19：00頃

3 800

旅行代金

13,800円（税込）

初夏の花を楽しむ
上高地たっぷりウォーク

塩の道（千国街道）を歩く 全6回

ゴンドラ・リフト代込み
旅行代金

ロープウェイ代込み 昼食弁当付
2,000円クーポン付

6/26 ㈰ 30 ㈭
旅行代金

2,000円クーポン付

昼食弁当付 日帰り割適用（6月迄）更に！クーポンで実質
2,000円クーポン付

日帰り割適用（6月迄）更に！クーポンで実質
円！
9,900円（税込）▶ ，
山梨7：00頃〜駒ヶ根9：00頃＝菅の台
＝しらび平e 駒ヶ岳・千畳敷カ−ル（散
策）eしらび平＝菅の台＝早太郎温泉
入浴＝山梨18：00頃

11,800円（税込）
日帰り割適用（6月迄）更に！クーポンで実質
円！
6,800円（税込）▶ ，
山梨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＝山
梨18：30頃

日本一深いＶ字峡谷！
！1088

ネイチャーガイドがご案内！

7 900

食事なし

13,800円（税込）

4 800

6 800

第2回6/12㈰

6/22 ㈬ 30 ㈭
ゴンドラ・ロープウェイ代込み
旅行代金

食事なし

旅行代金

1069 最初から最後まで見学 1068

旅行代金 食事なし

9，
900円（税込）

食事なし

17，
900円（税込） オプション昼食
1,900円！
小学生13,900円税込

食事なし

12，
800円（税込）

地蔵ケルン

山梨6：00頃〜安曇野8：00頃＝山麓と
おみ駅e（テレキャビン）アルプス平駅
e植物園･展望リフトe【ネイチャーガイ
ドの案内でトレッキング】l 地蔵ケルン
l小遠見山l高山植物園lアルプス平
駅e（テレキャビン）e山麓とおみ駅･エ
スカルプラザ＝山梨18：30頃

6/25 ㈯ 7/9 ㈯ 26 ㈫
8/8 ㈪ 9/6 ㈫ 10/1㈯ 17㈪
山梨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）＝（ツアーバスもしくは高原
バス）＝山梨20：30頃

桟敷席で観覧！
天然温泉泊！

夜行2日間

8/2 ㈫ 3 ㈬
桟敷団体観覧席
イス席
テーブル・イス席

旅行代金 食事なし

14,900円
16,800円
21,500円

税
込

8/27㈯

夜行2日間

8/27㈯
桟敷席観覧

桟敷席観覧

旅行代金 食事なし

22,900円
18,900円

税
込

イス・テーブル席（5名定員）15,900円
税 （定員4名）
昼食弁当付
込
階段席（2名定員） 16,900円税
7/14 ㈭ 30 ㈯
込
税
税
自由観覧
込
ベンチ席（2名店員） 17,900円税
込
8/13 ㈯ 9/16 ㈮ 28 ㈬
込
キャンセル料が早期から必要になります。
キャンセル料が早期から必要になります。
諏 訪 8：0 0 頃 〜 山 梨 9：0 0 頃 ＝ 清 滝 駅 キャンセル料が早期から必要になります。
10:30頃bケーブルカーb 高尾山駅l 山梨10：30頃〜東北信13：30頃＝柏崎ぎ 山梨10：00頃〜東北信13：00頃=長岡 山梨3：00頃〜東北信6：30頃=大曲全国
高尾山ハイキングl 清滝駅15:30頃＝ おん祭り・海の大花火大会（16：30頃着〜 祭り・大花火大会（16：30頃着〜21：20 花火競技会場（秋田:雄物川河畔16：30頃
21：10頃発）＝山梨 深夜〜翌早朝
頃発）＝山梨 深夜〜翌早朝
〜21：50頃）＝山梨 翌8：30頃〜11：30頃
山梨17：00頃
税
込

京都三大祭りのひとつ

（定員4名）

自由観覧

旅行代金 食事:朝1回

32,900円
28,900円

税
込
税
込

キャンセル料が早期から必要になります。

❶山梨3：00頃〜東北信6：30頃＝大曲全
国花火競技会場（秋田:雄物川河畔16：30
頃〜21：50頃）＝天然温泉（泊）
❷健康ランド＝秋田港d新日本海フェリー
d新潟港＝山梨22：30頃

メロン1玉

お土産付き！
旅行代金

食事なし

9，
980円（税込）

旅行代金

中高生400円引き
小学生以下900円引き

18，
900円（税込）

旅行代金

メロン狩りと 1526 メロン狩り 10043 入善の深層水仕込！1689 18品種･18,000株の 1343 ドルフィンズアリーナ 1290-1
あじさいまつり 大相撲名古屋場所
焼き＆蒸しカキ
東京ソラマチと浅草観光 ホテルランチ
1玉狩り メロン食べ放題！
魚のアメ横寺泊
！
地元力士を応援しよう！
バイキング 1玉お土産 鎌倉殿の１3人大河ドラマ館 食べ放題！
頼朝ゆかりの地めぐり
メロン1/2ご賞味！
寿司食べ放題!!
計 2 玉付!

京都祇園祭

16，
900円（税込） 昼食付

旅行代金

食事なし

24,900 円
6/20 ㈪ 26 ㈰ 7/20 ㈬
7/18 ㈷ 23 ㈯ 8/11㈷
A
16，
900円（税込）昼食付 7/26 ㈫ 29 ㈮ 8/12㈮ 27㈯ 16，
9/3 ㈯ 15 ㈭ 10/16 ㈰
円（税込） 昼食付 7/22 ㈮ 枡席
800円（税込） 昼食付 12，
980
1枡4名 25,900 円
諏訪7：00頃〜山梨8：00頃＝源頼朝配流
諏訪7：00頃〜山梨8：00頃＝スカイツ
枡席 B
6/26 ㈰ 29 ㈬ 7/1㈮ 4 ㈪
リ−駐車場（東京スカイツリーや東京ソ 6/16 ㈭ 7/5 ㈫ 12 ㈫ 23 ㈯ 8/9 ㈫ の地、蛭ケ小島の頼朝と政子の像（車窓） 6/18 ㈯ 7/1 ㈮ 30 ㈯
ラマチなど自由見学｡各自で浅草駅迄移 山梨5：30頃〜飯田8：30頃=豊川稲荷・ ＝鎌倉殿の13人・伊豆の国大河ドラマ館 山梨5：30頃〜長野8：30頃＝入善の深層 山梨6：00頃〜東北信9：00頃＝寺泊・ 7/24 ㈰ 1枡4名 26,900 円
旅行代金

7/17㈰
旅行代金

1035
立山黒部
アルペンルート 通り
抜け

1539

東京スカイツリー

夜行2日間

夜行2日間

旅行代金

山梨7：40頃〜諏訪8：40頃＝御射鹿池＝
白駒の池・苔の森をネイチャーガイドが案
内でウォーキング＝青苔荘・弁当昼食＝白
樺と山野草の八千穂自然園をネイチャーガ
イドの案内でウォーキング＝山梨18：00頃

夜行2日間

旅行代金

14，
800円（税込）昼食弁当付

9 時 到着〜21時 発出の
約12 時間見学可

食事なし

7/25㈪
8/13㈯
9/21㈬
10/6㈭ 18㈫

旅行代金

7/26 ㈫

食事なし

山梨5：00頃〜東北信7：00頃＝伊吹山ド
ライブウェイ＝9合目スカイテラス駐車場
6/18 ㈯ 7/19 ㈫ 8/27㈯
10:40頃l花の専門ガイドさんとトレッキ
山梨5：00頃〜東北信8：00頃＝宇奈月駅 7/28㈭ 8/16㈫ 9/3㈯ 10/5㈭ ングl 西登山道又は中央登山道l 山頂
b黒部峡谷トロッコ電車(峡谷美をお楽し 山梨3：00頃〜東北信7：00頃＝鳩待ち峠 （山小屋にて自由昼食）l 駐車場＝伊吹
み下さい)b欅平駅（自由散策）b宇奈月 l 認定ガイドと徒歩ハイキングl 尾瀬ヶ 山ドライブウェイ＝おちょぼさん・千代保
原l鳩待ち峠＝山梨22：30頃
稲荷神社参拝＝山梨21：30頃
駅＝海産物お買物＝山梨21：30頃

旅行代金

八千穂自然園ウォーキング 白馬五竜高山植物園と
小遠見山トレッキング

山梨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 御 開 帳・仲 見 世 通り散
策＝山梨18：30頃

高尾山ハイキング

7/3㈰ 29㈮
8/9㈫ 9/1㈭ 10/9㈰

旅行代金

8/13 ㈯ 14 ㈰

中級

24，
900円（税込） 昼食付

7/17㈰ 8/20 ㈯ 9/19 ㈷

1056 花のネイチャーガイドがご案内！ 1999 自然を満喫！都心のオアシス 1432 怒濤の尺玉300連発 1342 三尺玉・尺玉百連発! 1062 70万人以上を
1211-1 70万人以上を
1211-2
! 魅了する花火芸術の最高峰!
日本100名山伊吹山
柏崎海の花火大会 長岡大花火大会 魅了する花火芸術の最高峰
全
大曲全
桟敷席で観覧！
国花火競技会 大曲国花火競技会
桟敷席で観覧！
たっぷりトレッキング バ−ドウォッチング、森林浴
お花畑〜紅葉を楽しみながらのお手軽登 年間 250万人が訪れる高尾山
フェリー利用
桟敷席で観覧！
1 泊2 日

13，
800円（税込）

徳島阿波踊り

6 900

10007 ネイチャーガイドがご案内！ 10004

昼食付

途中参加可
12,800円（税込） 2,000円クーポン付
日帰り割適用(6月迄) 更に！クーポンで実質
旅行代金

旅行代金

2,000円クーポン付

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
円！
8,900円（税込）▶ ，
山梨5：30頃〜東北信8：30頃＝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＝フルーツ
ランド買物＝山梨19：00頃

白駒の池・苔の森ウォー
キング 標高1515ｍ

温泉入浴付き
初級

＝e（リフト）＝八方池山荘lトレッキン 山梨6：00頃〜安曇野8：00頃＝栂池高 第5回10/16㈰ 第6回11/19㈯
グ（八方山ケルン標高1974ml第2ケル 原駅e（ゴンドラ）栂の森駅l栂大門駅 ［第2回］山梨6：00頃〜大町9：00頃＝
ン標高2005ml 八方池標高2060m） e（ロープウェイ）自然園駅lネイチャー 道の駅白馬 l 沢 渡 l 佐 野 坂 峠 l 青 木
l 八 方 池 山 荘 ＝ e（リフト）e（ゴンド ガイドの案内にてトレッキングl自然園 湖l 中綱湖/昼食l 木崎湖＝ゆーぷる
駅e栂池高原駅＝山梨18：30頃
木崎湖入浴＝山梨20：00頃
ラ）八方駅＝山梨18：30頃

旅行代金

400年の歴史

13,900円（税込）

2,000円クーポン付
9，
980円（税込） 昼食弁当付
800円！ 13,800円（税込）更に！クーポンで実質 7,800円（税込）▶ 5，
8,800円（税込）▶ 6，
800円！ 7/19㈫ 8/1㈪ 17㈬
山梨6：00頃〜安曇野8：00頃＝八方駅 日帰り割適用（6月迄）
800円！ 第3回7/10㈰ 第4回9/4㈰ 9/17㈯ 10/20㈭ 30㈰
▶ 6，
e（ゴンドラ）兎平＝e（リフト）黒菱平 8,800円（税込）

黒部峡谷トロッコ電車 自然の宝庫
尾瀬ハイキング

14，
900円（税込）昼食弁当付

旅行代金

2,000円クーポン付

今年は栂池高原 東山魁夷絵画モデルの御射鹿池
から松本まで

標高1,900ｍ

6/24 ㈮
6/27㈪

6/28 ㈫ 30 ㈭

14,900円（税込）

白馬栂池自然園
トレッキング

標高2,000ｍ

駒ヶ岳ロープウェイ
早太郎温泉入浴

旅行代金

白馬八方尾根
トレッキング

6/28 ㈫ 30 ㈭

更に！クーポンで実質
日帰り割適用
円！
8,800円（税込）▶ ，
山梨6：00頃〜東北信9：40頃＝約400
種類の3500株のバラ・ローズガーデン
＝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＝山梨20：00頃

ネイチャーガイドがご案内！1316 ネイチャーガイドがご案内！10047 ネイチャーガイドがご案内！ 1926 ネイチャーガイドがご案内！ 1927 専門ガイドが御案内！1954 ネイチャーガイドがご案内！

千畳敷カール
ウォーキング

！

三日目

びっくり牡蠣づくし！
大人気の「牡蠣ノ星」 旅行代金

旅行代金

7/12 ㈫

枡席 A
1枡4名

十三日目

食事なし

14，
900円（税込）

千秋楽

税
込
税
込
税
込

山梨5：00頃〜飯田8：00頃＝徳島夏祭 山梨3：00頃〜飯田5：00頃＝京都・祇 動して浅草、雷門・浅草寺なども自由散 参拝＝ロワジールホテル豊橋・ランチバ ＝北条義時のお墓・北條寺＝昼食・メロン 水仕込カキ満喫！
「牡蠣ノ星」
デラックス貝 寿 司 食べ放 題 昼 食と海 産 物ショッピン 山梨9：00頃〜飯田11：30頃＝ドルフィ
り・阿 波 踊り自 由 見 学（ 開 演 1 8：0 0 〜 園祭自由見学（9：00〜21：00まで）＝ 策出来ます）スカイツリ−駐車場17:00 イキング＝渥美半島・田原市メロン狩り 狩りとメロン食べ放題＝干物・海産物お買 づくしコース＝マリンドーム能生・かにや グ＝国営越後丘陵公園・あじさいまつり ンズアリーナ愛知県体育館(大相撲名古
＝山梨22：00頃
＝山梨21：00頃
22：30）＝山梨 翌9：00頃
山梨 翌4：30頃
屋場所観戦)＝山梨23：00頃
横丁（お買物）＝山梨19：10頃
物＝山梨16：30頃
頃発＝山梨19：00頃

みんなで行こう！
！東幡豆 1040

前島
海岸

潮干狩り

1796 あじさい寺・長谷寺 1151 富士屋ホテルの 10044
鎌倉殿の１3人大河ドラマ館 高級フランス料理昼食
巫女さんによる案内と
将軍着座の間での特別祈祷 鎌倉殿ゆかりの鶴岡八幡宮 箱根登山鉄道あじさい電車
客殿にて直会！記念品の贈呈！
箱根ロープウェイ

日光東照宮

1181

房総東京湾
クルーズと
房総海鮮丼

迎賓館赤坂離宮 1810 名古屋港水族館

箱根神社
小学生500円引き
干潮時刻に
3才以上幼児1000円引き
より出発時間
■入場料込み（2ｋｇまで可）
が異なります。
旅行代金 食事なし

9，
980円（税込）

旅行代金
旅行代金

18，
700円（税込） 昼食付

旅行代金

16，
700円（税込）昼食付 13，
900円（税込）

諏訪7：00頃〜山梨8：00頃＝桃源台駅e

18

7/3

16

痛快! 爽快! 抱腹絶倒! 1567

綾小路きみまろ

ご当地ソングの女王「水森かおり」と 10046
女の情念を唄い上げる「市川由紀乃」

福田こうへい 10049 吉本興業110周年感謝祭 10048 郷ひろみ

爆笑!!ス−パ−ライブ〜中高年に愛を込めて〜

水森かおり･市川由紀乃 コンサートツアー
ジョイントコンサート 2022
豪華な顔合わせでお届けする 名古屋市
楽しいトークとコンサート

掛川市

津市

6/24㈮
14時開演予定
全席指定席

18才未満入場不可
旅行代金

食事なし

14，
980円（税込）

旅行代金

食事なし

18，
900円（税込）
13：00開演予定

7/17㈰ 8/5 ㈮
旅行代金

19，
800円（税込）昼食弁当付

■小人（2歳以上）16,800円税込
諏訪6：30頃〜山梨7：30頃＝金谷駅b
きかんしゃトーマス号 乗 車（お 弁 当）大
※幼児はバックヤードには入れません。 井川鐵道b 千頭駅＝エスパルスドリー
諏訪7：00頃〜山梨8：00頃＝アクアライン 草寺参拝＝山梨17：30頃
＝海ホタル休憩=ザ・フィッシュ
（房総海鮮 ※内閣府より、賓客接遇その他の都合により、山梨5：00頃〜飯田8：00頃＝名古屋港 ムプラザ（ちびまる子ちゃんランド・観覧
丼の昼食とお買物）=金谷港d東京湾フェ 急遽中止になる場合がございますので、ご了 水 族 館 及びガーテン埠 頭フリータイム 車・清水すしミュージアム・お土産買物）
承の上、お申込み下さい。
＝山梨20：00頃
リーd久里浜＝山梨19：00頃
＝山梨17：30頃

6/15 ㈬ 16 ㈭ 20 ㈪

（散策･お買物）e 箱根ロープウェイe 早
諏訪7：00頃〜山梨8：00頃＝40種2500 雲山駅乗換e登山ケーブルカーe強羅駅
㈮
㈯
㈰
㈯ 山梨5：00頃〜長野IC〜東信9：00頃＝栗 株の紫陽花・長谷寺＝鎌倉観光会館・昼 乗換e箱根登山線・あじさい電車e箱根
山梨(3：00頃〜10：00頃）〜飯田（6：00頃 おこわ御膳昼食＝日光東照宮を巫女さん 食l高徳院･鎌倉大仏＝鎌倉殿の13人・ 湯本駅＝湯本富士屋ホテル・ワンランク上
〜12：30頃）＝東幡豆･前島潮干狩り＝海 の案内付きでたっぷり見学（三猿･陽明門 NHK大河ドラマ館l鎌倉殿の13人ゆかり のフレンチランチ＝源頼朝が深く信仰の
の鶴岡八幡宮＝山梨17：00頃
箱根神社＝山梨18：00頃
鮮お買物=山梨20：00頃〜23：00頃
･眠り猫･特別祈祷)＝山梨21：00頃

6/17

7/9 ㈯ 31㈰
8/10 ㈬ 14 ㈰
旅行代金
9/10 ㈯ 18 ㈰ 旅行代金 食事なし
旅行代金 食事なし
6/28 ㈫ 大 人 11,900円税込
16，
800円（税込）
900円（税込）6/30 ㈭ 小中学生 9,900円税込
昼食付 9，
6/17㈮ 30 ㈭
諏訪7：00頃〜山梨8：00頃＝築地場外市
7/6 ㈬ 16 ㈯ 8/11㈷ 17㈬ 場・お買物＝迎賓館赤坂離宮＝浅草・浅 幼 児 8,900円税込

6/19 ㈰ 30 ㈭ 7/24 ㈰ 27㈬
8/11㈷ 9/9 ㈮ 24 ㈯

昼食付 箱根ロープウェイe 姥子駅e 大涌谷駅

祝！中部横断道開通！ 10039

お得な4施設入場券付き！
水族館・南極観測船ふじ
ポートタワー展望室
海洋博物館

頼朝の信仰した

6/24 ㈮ 27㈪
7/2 ㈯ 6 ㈬

1845

「水族館のうら側探検」きかんしゃトーマス号
バックヤードツアー
大井川鐵道

（本館内部及び庭園参観）

10050

10054

三山ひろし

桂文珍独演会 50周年記念ツアー コンサート
2022
2022
名古屋市

岐阜市

坂本冬美

10056

コンサート

コンサート

2022

岐阜市

10055

五木ひろし
2022

名古屋市

名古屋市

7/6㈬

7/15㈮

8/5㈮

8/24㈬

9/4㈰

9/7㈬

13：30開演予定

13：30開演予定

17：30開演予定

13：30開演予定

12：00開演予定

全席指定席
未就学児童入場不可

全席指定席
未就学児童入場不可

全席指定席

3歳未満入場不可

全席指定席
未就学児童入場不可

全席指定席
未就学児童入場不可

14：00開演予定
全席指定席
未就学児童入場不可

7/1㈮ 18，900
旅行代金

食事なし

旅行代金

食事なし

旅行代金

13，
900

食事なし

旅行代金

19，
900

食事なし

旅行代金

16，
900

食事なし

旅行代金

17，
900

食事なし

16，
900

P

IC

山梨営業所

☎0553-34-5401

観光庁長官登録旅行業第１８４１号
総合旅行業取扱管理者 羽田雅子
山梨県笛吹市一宮町国分1386-43Kビル101号
営業時間：朝9時〜夜6時／土日祝休み
ホームページ◆今すぐアクセス http://www.travice.jp/

きらら
シティー

至甲府

食事処
長八坊
長坂IC東

IC

中央自動車道
小淵沢
IC

P
乗車場所

■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、2022年6月2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）

※掲載の写真はすべてイメージになります。

山梨営業所・
一宮御坂

きららシティー
従業員駐車場

至甲府

料金所

料金所

デイリー
ヤマザキ

駐車料金３００円/日・台

IC

至諏訪

駐⾞禁⽌

IC

小淵沢

☎0265-71-3800

ＧＳ

乗車場所

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８２９５-５

バス乗⾞場所

■駐⾞料1⽇1台300円

中央自動車道
長坂

本社ツアーセンター

IC

1
2
3
4
5

7

⾄甲府南

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

6

農産物直売所

の⽅も
●ワクチン検査パッケージ適⽤
3回⽬ワクチン接種証と免許証か 割引可能!
保険証のコピーをご提出下さい。

※必ず、①〜⑦の場所に駐⾞し、
駐⾞券をダッシュボードの⾒
える位置に提⽰してください。

長坂

延長中！ ⼭梨県⺠

乗車場所一覧

6月末

まで
期間

甲府南

円（税込）
円（税込）
円（税込）
円（税込）
円（税込）
円（税込）
全席指定席 未就学児童入場不可
諏訪8：00頃〜山梨9：00頃＝掛川市生涯 山梨6：30頃〜飯田9：30頃＝日本特殊陶 山梨6：00頃〜飯田9：00頃＝三重県文 山梨7：00頃〜飯田10：00頃＝日本特殊 山梨11：00頃〜飯田14：00頃＝長良川国 山梨7：00頃〜飯田10：00頃＝岐阜市 山梨6：30頃〜飯田9：30頃＝日本特殊 山梨7：30頃〜飯田10：30頃＝愛知県
学習センター【綾小路きみまろ爆笑スー 業市民会館･水森かおり・市川由紀乃ジョ 化会館･福田こうへいコンサートツアー 陶業市民会館 吉本興業110周年感謝祭 際会議場･郷ひろみ50周年記念ツアー 民 会 館 ･ 三 山ひろしコンサート2 0 2 2 ＝ 陶業市民会館･坂本冬美ミニコンサート 芸術劇場ホール･五木ひろしコンサート
パーライブ】＝山梨18：30頃
イントコンサート＝山梨20：30頃
2022＝山梨21：30頃
桂文珍独演会＝山梨20：00頃
2022＝山梨24：30頃
山梨20：30頃
2022＝山梨19：00頃
2022＝各地21：00頃

IC

至石和

駐車料金
３００円/日・台

ホテル
ガードレールあり
信号から左折

乗車場所
所

金
一宮
料
御坂I.C

山梨営業所

（Ｋビル101号）

アパート

国道137号線
一宮IC西

P

中央自動車道

至御坂峠

小豆島温泉・リゾートホテルに泊まる 2021

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

オリーブ園

2032

日本
三景

安芸の宮島と岩国
三大奇橋 錦帯橋2日間

38，800円（税込）

食事4回付！
！
9/5 ㈪ 21㈬

7/12 ㈫
■食事：朝1､昼2､夕1
■1名1室追加料金：6,000円 ■ホテルオリビアン小豆島
❶山梨4：00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
（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=
山梨23：30頃

36，800円（税込） 1名参加可

食事4回付！
！ 1名参加可
旅行代金（お１人様／3名以上１室利用）

6/26 ㈰ 7/8 ㈮ 19 ㈫
39，800円（税込） 8/22㈪ 9/13 ㈫ 29 ㈭
■2名1室追加料金：1,500円 1名1室追加料金：2,500円
■岩国国際観光ホテル又は同等クラス ■食事：朝１、昼２、夕１
❶山梨3：30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＝山梨24：00頃

日本三景松島2日間

感動と
宝の島

佐渡ヶ島2日間

食事4回付！
！ 1名参加可

成田山新勝寺・本州最東端
犬吠埼温泉・世界一の牛久大仏

世界遺産：平泉中尊寺・鳴子温泉

旅行代金（お１人様／2〜4名１室利用）

旅行代金（お１人様／3〜4名１室利用）

6/21㈫ 7/6 ㈬ 8/29 ㈪ 9/13 ㈫

1名参加可
6/29㈬ 7/14㈭ 8/25㈭
食事4回付！
！ 9/20㈫ 10/12㈬ 27㈭ 11/7㈪ 23㈬ 12/8㈭

■食事：朝１、昼２、夕１ ■鳴子ホテル
名参加可
■1名1室追加料金：9,500円 2名1室追加料金：2,500円 1
❶山梨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＝山梨23：00頃

■犬吠埼 絶景の宿犬吠埼ホテル ■食事:朝1、昼2、夕1
■2名1室追加料金3,300円 1名1室追加料金6,000円
❶諏訪7：00頃〜山梨8：00頃＝成田山新勝寺参拝l米屋にて昼食
＝銚子駅b銚子電鉄b外川駅＝地球の丸く見える丘展望館＝絶景
の宿犬吠埼ホテル（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＝山梨17：30頃

（全4回）
専門ガイドがご案内！ 全5回で踏破！ 2397 専門ガイドがご案内！

熊野古道･中辺路2
Bコース 初級者レベル

6/12㈰

京都1周トレッキング2

日
間

●2379
●2377

尾瀬ハイキング2

日
間

比叡山延暦寺

旅行代金（お１人様／2名１室利用）

35，800円（税込）

Cコース 10/15㈯
Dコース 12/10㈯

■チサンスタンダード京都堀越五条
旅行代金（お１人様／2名１室）
■食事：朝1、昼2
各35,800円〈税込〉
■1名1室追加料金2,200円 1名参加可
❶山梨4：00頃〜飯田7：00頃＝東山山頂公園・将軍塚l粟田神社
l大文字山l銀閣寺l浄土寺橋＝京都ホテル（泊）
❷朝食･ホテル＝修学院lキララ坂l比叡山最高点l比叡山延暦
寺l無動寺l日吉大社前＝山梨23：30頃

大正ロマンの湯の街

7/5 ㈫

■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
❶山梨5：00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＝山梨22：30頃

黒部峡谷トロッコ電車と

黒部アルペンルート

小型バス
24 名
旅行代金（お１人様/男女別相部屋） 限定募集

2

日
間

限定20名様

68 800

■食事：朝3、昼3、夕1 ■ホテル1名1室追加料金8,000円
，
円（税込）
■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泊目：ホテルテトラ旭川駅前 3泊目：層雲峡温泉マウントビューホテル ■食事：朝2、昼1、夕1 ■ホテル1名1室追加料金2,000円
❶山梨3：30頃〜東北信7：00頃＝新潟港dフェリー（船中泊）
■御浜小屋（山小屋） アパホテル山形鶴岡駅前
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 ❶山梨3：30頃〜東北信7：00頃＝鉾立登山口l白糸の滝三角点l
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 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
十勝岳山頂l十勝岳展望台＝層雲峡温泉（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 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
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） 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
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＝山梨22：00頃
山バス停＝庄内観光物産館・昼食＝山梨24：00頃

3146

萩･津和野･安芸の宮島
広島3日間 クルーズ
& 新幹線

8/6

24

四国ぐるっと一周4日間

旅行代金（お１人様／2名１室）

四万十川

1等個室 76，000円（税込）
2等洋室 69，500円（税込）7/ 9 ㈯

旅行代金（お１人様／4名１室）

4063

1名参加可

！
7/21㈭ 9/4 ㈰ 28 ㈬ 10/4 ㈫ 食事4回付！
■食事：朝1、昼２、夕１ ■1名1室追加料金3,000円
1名参加可
■宇奈月グランドホテル 又は同等クラス
❶山梨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＝お土産お買物=美女平=阿弥ヶ原
＝天狗平＝室堂・昼食・自由散策＝〈トロリーバス〉＝大観峰＝
立山ロープウェイ＝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＝山梨20：30頃

だ い

せ

ん

■1泊目：名門大洋フェリー2等洋室
2泊目：スーパーホテルの広島天然温泉 9/2 ㈮
■フェリーランクアップ：1等個室追加料金6,500円
1名参加可 ■1泊目：JRホテルクレメント 2泊目：高知・土佐御苑（和室）
■食事:朝2､昼1､夕1 ■ホテル1名1室追加料金2,500円
3泊目：ことひら温泉・琴参閣（和室）■食事:朝4､昼3､夕3
❶お近くの駅（6：18〜）＝塩尻駅集合9：00発〜バス〜飯田10： ❶山梨4：30頃〜飯田IC7：00頃＝中津川駅8：21発bJRb名古
00頃＝大阪南港d（船中泊）❷d 新門司港＝秋吉台＝100名 屋駅b福山駅＝e松山城＝道後温泉本館＝夕食＝宇和島ホテ
城・萩城址＝松陰神社･城下町･昼食＝100名城・津和野城址＝ ル（泊）❷朝食・ホテル＝竜串海岸＝黒潮市場・昼食＝四国最南
津和野殿町通り＝広島ホテル（泊）❸朝食・ホテル＝宮島口d安 端・足摺岬＝四万十川遊覧船＝土佐御苑（夕食・泊）
芸の宮島・厳島神社d宮島口＝お好み村にて広島名物お好み焼 ❸朝食・ホテル＝桂浜･坂本龍馬像＝室戸岬＝昼食＝野良時計
き（自由食）＝原爆ドームl 平和祈念公園＝広島駅b 中津川駅 ＝岩崎弥太郎生家＝ことひら温泉（夕食・泊）
b塩尻駅bお近くの駅（20：35〜23：04）
❹朝食・ホテル＝金比羅宮参拝＝中津川駅＝山梨23：00頃

南国リゾート･宮崎4日間

4066

高千穂峡・大御神社
青島・鵜戸神宮･飫肥城址

9/5 ㈪ 10/20 ㈭ 11/12 ㈯

旅行代金（お１人様/2名1室利用） 1名参加可

加賀白山登山2日間

三徳山三佛寺・投入堂
100名城の津山城

歩行距離・時間
①:約5ｋｍ、所要4時間
②:約10ｋｍ、所要7時間

催行

7/16 ㈯連休

旅行代金（お一人様/山小屋泊・蚕棚ベッド・相部屋）

■食事：朝2、昼1 ■倉吉シティホテル ■1名1室追加料金4,500円
❶山梨5：00頃〜飯田8：00頃＝日本100名城・津山城（鶴山公園）＝
ホテル（泊）❷ホテル＝登山口l阿弥陀堂l6合目避難小屋lキャラ
ボク大群落l弥山山頂l行者谷別れl元谷避難小屋l大神山神社
奥社l大山寺l登山口＝ホテル（泊）❸ホテル＝三徳山三佛寺・投入
堂＝鳥取港海鮮市場かろいち・お買物＝山梨23：00頃

42，800円（税込）7/30 ㈯

55，500円（税込） 1名参加可

2348

中級〜上級者

旅行代金（お１人様/2名1室利用）

■食事：朝3、昼2、
夕2 ■ホテル1名1室追加料金5,000円
■アリストンホテル宮崎 青島海幸温泉･青島グランドホテル
■宮崎カーフェリー2等寝台 ■フェリー1等個室追加料金9,000円/片道
❶山梨7：00頃〜飯田10：00頃＝中部空港a鹿児島空港＝宮崎ホ
テル（泊）❷ホテル＝柱状節理のすばらしい景色の高千穂峡遊歩道
＝高千穂名物料理の昼食＝日本最大級のさざれ石のある大御神社
＝願いが叶うクルスの海展望＝日向岬・馬ヶ背展望台＝青島ホテル
（夕食・泊）❸朝のお散歩、青島神社・鬼の洗濯板l朝食・ホテル＝
堀切峠＝道の駅フェニックス＝日南海岸＝絶景！海辺の洞窟の中の
鵜戸神宮＝飫肥城跡・飫肥城下町見学＝名物料理おび天の昼食＝
純粋な日本在来馬の野生馬の都井岬＝宮崎港d（船中泊）
❹d神戸三宮港＝京都・嵐山自由散策＝山梨21：00頃

東北4大祭り4日間

37，800円（税込）
■食事：朝1、昼1、夕1 ■谷川岳登山の宿・土合山の家
■2名1室追加料金2,000円 1名1室追加料金3,000円
❶山梨5:00頃〜東北信9：00頃＝大沼湖畔＝日本百名山赤城山：大
洞登山口l駒ケ岳l黒檜山l登山口＝宿（夕食・泊）❷朝食・宿＝土
合口駅e谷川岳ロープウェーe天神平駅l熊穴沢非難小屋l天狗
のトマリ場l天神ザンゲ岩l肩ノ小屋l谷川岳頂上（トマリ耳・オキノ
耳）l天神平駅e土合口駅＝お土産買物＝山梨22：30頃

3017

山陰3日間

旅行代金（お１人様/2〜3名1室利用）

5031
利尻富士

礼文も利尻もタップリ観光！
海鮮料理と本場ジンギスカン！
稚内温泉・利尻富士温泉・増富温泉の3つの温泉！

青森ねぶた・仙台七夕・山形花笠

上級者コース
専門ガイドがご案内！ 早いもの
勝ち！
最北の日本百名山 限定24名様

5029
桃岩展望台

5025
高速船

6/16 ㈭催行 7/7㈭
8/26 ㈮ 9/8 ㈭ 10/14 ㈮

1名参加可

■食事：朝4、昼3、夕2 ■1名1室追加料金6,000円
紀元杉
■鹿児島タイセイアネックス／ホテルニュー種子島／ホテル屋久島山荘
❶山梨7：00頃〜飯田10：00頃＝中部空港a鹿児島空港＝鹿児島ホテル（泊）❷ホテル＝西郷隆盛像・篤姫像・鶴丸城址＝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・宇宙科学技術館＝種子島(夕食・泊)
❸ホテルl種子島港d屋久島港＝白谷雲水峡＝昼食＝千尋の滝＝中間ガジュマル＝大川の滝＝屋久島ホテル(夕食・泊)
❹ホテル＝ヤクスギランド＝紀元杉＝屋久杉自然館＝昼食＝屋久島港d鹿児島・本港＝鹿児島ホテル（泊）
❺ホテル＝知覧特攻平和会館・知覧武家屋敷＝鹿児島空港a中部空港＝山梨20：30頃

日本一周7日間

7001

新日本海フェリー

苫小牧港

新門司港

食事17回付！

仙台港
大阪南港

敦賀港

太平洋フェリー

泉大津港
志布志港

8/16 ㈫出発 8/25 ㈭出発

■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
❶山梨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＝サッポロビール園・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＝別府温泉（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＝山梨21：00頃

7003 横浜港までの交通費込！ 憧れの豪華ラグ
憧れの豪華ラグジュアリー船
ュアリー船
5月連休の九州と韓国周遊クルーズ９日間

2023 年
㈮ 出発 海側バルコニー船室は
早期予約特典あり！8/31〆切
旅行代金（お１人様／2名１室利用）
海側バルコニー船室

クイーン･エリザベス 7002

初夏の西日本歴史名所巡りクルーズ１０日間

2023 年
㈪ 出発 海側バルコニー船室は
8/31までのご予約で20,000円引！
旅行代金（お１人様／2名１室利用）

海側バルコニー船室 337,000円（税込）
375,000円（税込）■スタンダード内側船室
旅行代金255,000円〈税込〉

■スタンダード内側船室 旅行代金270,000円〈税込〉

食事

■1名1室料金：海側バルコニー船室522,000円 ■3名可
スタンダード内側船室428,500円 ■食事:朝９､昼８､夕９ 26回付！
❶諏訪11：00頃〜山梨12：00頃＝横浜港d（船中泊）❷d終日船内・各
■旅行代金：大人2名と同室の12歳未満は無料、3.4人目大人は半額、1名1室は倍額 ■ランクアップ：スイート110,000円増、
ヨットクラブ ❶諏訪11：00頃〜山梨12：00頃＝横浜港d（船中泊）❷d終日船内・各種エ 種エンターテインメントでお楽しみくださいd（船中泊）❸d 広島（8：
ンターテインメントでお楽しみく
ださいd
（船中泊）
❸d鹿児島
（8
：
00-18
：
00）
00-19
：00）d（船中泊）❹d終日船内・各種エンターテインメントでお楽し
デラックス290,000円増 ■食事（朝食９回・昼食８回・夕食９回） ■最少催行人員2名 ◎旅行代金に含まれないもの： ポートチャー
ジ＄298（￥37,250）
・飲み物代金・船内チップ（1泊あたり＄14.5）
・上陸観光費用（OPツアーは1〜2ヶ月前に発表） ◎取消料：船舶約款 d（船中泊）❹d終日船内・各種エンターテインメントでお楽しみくださいd みくださいd（船中泊）❺d韓国・釜山（7：00-18：00）d（船中泊）
（船中泊）❺d韓国・釜山（7：00-18：00）d（船中泊）❻d福岡（6：30-22：00） ❻d長崎（6：30-18：00）d（船中泊）❼d宮崎・柚津（8：00-19：00）d（船
により75日前から15％必要となります。
【8/25出発】❶諏訪11：00頃〜山梨12：00頃＝横浜港19：00出港d d（船中泊）❼d長崎（8：00-17：00）d（船中泊）❽d終日船内・各種エンター 中泊）❽d高知（8：00-19：00）d（船中泊）❾d終日船内・各種エンター
【8/16出発】❶諏訪11：00頃〜山梨12：00頃＝横浜港19：00出港d （船中泊）❷dクルージング・エンターテイメントをどうぞd（船中 テインメントでお楽しみくださいd（船中泊）❾d横浜港＝各地 夕刻〜夜
テインメントでお楽しみくださいd（船中泊）❿d横浜港＝各地 夕刻〜夜

バルコニー付きキャビン

一部視界不良バルコニー付き（パーシャル・ビューキャビン）259,800円 内側キャビン（窓なし）199,800円

79，000円（税込）8/2 ㈫

種子島・屋久島
鹿児島5日間

9/4 ㈰
■食事：朝2、昼2、夕1
1名参加可
■2名1室追加料金2,000円 1名1室追加料金6,000円
■新日本海フェリー：ステートルームA デラックスへのランクアップ可
■湯の川湯温泉：ホテル万惣 ■フェリーツーリストクラス15,000円引き!!
❶山梨3：30頃〜東北信7：00頃＝新潟港d横揺れ防止装置付きで
展望大浴場・レストラン・グリル・カフェなど完備したリゾートフェリー
d（船中泊）❷d小樽港＝小樽運河＝函館・トラピスチヌ修道院＝
海鮮料理の昼食＝五稜郭タワー＝元町自由観光(ペリー提督記念
碑・旧イギリス領事館・カトリック元町教会・東本願）＝函館山の夜景
鑑賞＝湯の川温泉（泊）❸朝食＝地獄谷散策＝eのぼりべつクマ牧
場e＝ウポポイ・アイヌ民族博物館＝ノーザンホースパーク＝苫小
牧東港（19：30）d 大型リゾートフェリー・普段の生活を忘れ読書。
デッキでのんびりした時をお過ごしください。(船中泊）
❹d大型フェリーd新潟港＝山梨22：00頃

■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

※一部有料もあります。

旅行代金（お１人様／2名１室利用）

いくらかけ放題

99，000円（税込）7/6 ㈬

9/1㈭

旅行代金（お1人様/ホテル2名1室）

横浜港送迎込・船内食事26回込・宿泊施設利用料込

279,800円

4067

日

北海道・道南満喫4間
海鮮料理・函館・苫小牧・湯の川温泉・登別
旅行代金（お１人様／ホテル3名１室利用）

旅行代金（お１人様／ホテル3〜4名１室利用）

フェリー1等船室 199,800円（税込）

あこがれの日本一周 日本発着史上最大17万トン
豪華
クルーズ１０日間の旅 客船ベリッシマ号
旅行代金（お１人様／2名１室利用）

青い池

富良野とガーデン街道
十勝川温泉

8/22㈪

188,000円〈税込〉 7/27㈬

4009-3

4062 大型フェリー1等個室クルーズ

ゆったりデラックス船旅

■1名1室追加料金5,000円
■食事：朝3、昼3、
夕3 ■1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）
■食事：朝2、昼１ ■ねぶた観覧席3,500円手配可6/19〆切
■2・3泊目：利尻富士温泉・旅館雪国（和室,2名1室3,000円増） ■4泊目：稚内温泉ホテルトランク稚内（洋室,1名1室2,000円増）
■スーパーホテル盛岡 チサンホテル郡山
❶山梨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（宗谷海峡、遠望）＝稚内港d利尻島＝利尻富士温泉
❶山梨2：00頃〜東北信6：00頃＝青森ねぶた祭見学＝盛岡（泊） （夕食・泊）❸旅館＝野営場l第一見晴台l第2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
❷ホテル＝仙台七夕まつり＝山形花笠まつり＝郡山（泊）
温泉（夕食・泊）❹旅館＝利尻島d礼文島＝礼文島観光（＝澄海岬＝スコトン岬＝昼食）lトレッキング3時間・桃岩展望台l＝礼文島・香
❸ホテル＝白虎隊の飯盛山＝鶴ヶ城＝山梨22：30頃
深港d稚内港＝稚内ホテル（泊）❺ホテル＝旭山動物園＝新千歳空港a中部空港＝山梨25：30頃

東北2大祭り3日間

生うにぶっかけ御膳

7/23 ㈯ 8/18 ㈭ 9/14 ㈬ 10/28 ㈮

149,000円〈税込〉

旅行代金（お１人様／
利尻宿泊3名1室 又は 男女別相部屋）

79，000円（税込） 8/6 ㈯

税
込

旅行代金（お１人様/2〜3名1室利用）

利尻岳登山と
礼文島トレッ
キング5日間

旅行代金（お１人様／2名１室利用）

89，000円

■食事:朝1、昼2、夕1 ■ホテル1名1室追加料金1,500円
■食事:朝1、昼2、夕1 7/8 ㈮ 8/5 ㈮ 9/17㈯ 10/14 ㈮ ■1・3泊目：名門大洋フェリー2等洋室／2泊目：ツタヤホテル（洋室）
■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
❶山梨7：00頃〜飯田10：00頃＝天保山･買物＝大阪南港d（船
■フェリーランクアップ：1等個室片道6,500円増
❶山梨7：00頃〜飯田10：00頃＝天保山＝大阪南港d（船中泊）❷ 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
d新門司港＝長崎港dジェットフォイル･昼食お弁当d福江港＝五 島・郷ノ浦港＝岳ノ辻展望台＝左京鼻＝はらほげ地蔵＝食堂は
らほげ・生うにぶっかけ昼食＝鬼の窟古墳鬼の岩屋＝猿岩・黒崎
島列島観光・石田城址＝井持浦教会・ルルド＝大瀬崎断崖・展望台 砲台跡＝芦辺港dジェットフォイルd対馬厳原港lツタヤホテル
＝高浜ビーチ＝海鮮料理夕食＝ホテル(泊)❸ホテル＝福江港dチ (名物あなご尽くし御膳・泊)❸ホテル＝万関橋＝和多都三神社
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・ ＝烏帽子岳展望台＝万松院＝対馬厳原港dジェットフォイル(船
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 中お弁当昼食)芦辺港経由d博多港＝小倉城＝門司港レトロ＝
当d長崎港＝新門司港d（船中泊）❹d大阪南港＝山梨17：30頃 新門司港d（船中泊）❹d大阪南港＝山梨17：30頃

99，000円（税込）7/17㈰

175,000円〈税込〉8/1㈪ 22 ㈪

4009-1

大瀬崎灯台

北海道・道南満喫4日間

摩周湖

4061

壱岐･対馬 4 日
間

旅行代金（お１人様／2〜3名１室利用） 名参加可
1

1名参加可

4004 大型フェリー1等個室クルーズ

■食事:朝3､昼2､夕3 ■ハートランドフェリー ■1名1室追加料金22,000円
■食事：朝３、昼２ ■1名1室追加料金7,000円
■1泊目：稚内温泉・ホテルトランク稚内 2泊目：利尻富士温泉・田中屋ひなげし館 3泊目：増富温泉・ホテル豊富
■スーパーホテル盛岡 ■ねぶた観覧席3,500円手配可6/19〆切
4泊目：新日本海フェリー・１等ステ−トルームＢ個室 ■フェリーランクアップ：デラックス個室18,000円増(1名1室は33,000円増)
チサンホテル郡山 ■竿燈観覧席4,000円手配可6/15〆切
❶山梨2：00頃〜東北信6：00頃＝昼食お弁当＝青森ねぶた祭 ❶信州まつもと空港9：20発a新千歳空港＝稚内・海鮮夕食＝稚内温泉（泊）❷稚内港d礼文島・香深港＝【礼文島観光】澄海岬＝スコト
＝盛岡（泊）❷ホテル＝田沢湖・辰子姫の像＝角館・武家屋敷群 ン岬＝桃岩展望台＝香深港d利尻島・沓形港＝【利尻島観光】沓形岬公園＝仙法志御崎公園＝寝熊の岩・人面岩（車窓）＝利尻富士温泉
（泊）❸オタトマリ沼＝姫沼＝利尻・鴛泊港d稚内港＝稚内公園＝最北端の地・宗谷岬＝日本最北の温泉郷・豊富温泉（泊）
散策＝秋田竿燈まつり＝盛岡（泊）
❹羊と雲の丘・世界のめん羊館や羊牧場・本場のジンギスカン昼食＝旭山動物園＝苫小牧港dフェリー1等船室（船中泊）
❸ホテル＝仙台七夕まつり＝山形花笠まつり＝郡山（泊）
❺d新潟港＝信州まつもと空港解散19：30頃
❹ホテル＝白虎隊の飯盛山＝鶴ヶ城＝山梨22：30頃

東北3大祭り3日間

税
込

国境
の島

生うにぶっかけ御膳と
名物あなご尽くし

7/20 ㈬ 8/18 ㈭
■食事：朝2、昼2、夕1
■食事：朝2、昼2、夕1 ■2名1室追加料金3,000円
■2名1室追加料金3,000円 ■1名1室追加料金25,000円 1名参加可 ■1名1室追加料金9/1発5,000円／7/17発25,000円 1名参加可
■新日本海フェリー：ステートルームA デラックスへのランクアップ可
■新日本海フェリー：ステートルームA デラックスへのランクアップ可
■川湯温泉：川湯観光ホテル ■フェリーツーリストクラス15,000円引き!! ■十勝温泉：ホテル大平原 ■フェリーツーリストクラス15,000円引き!!
❶山梨3：30頃〜東北信7：00頃＝新潟港d横揺れ防止装置付きで ❶山梨3：30頃〜東北信7：00頃＝新潟港d横揺れ防止装置付きで展
展望大浴場・レストラン・グリル・カフェなど完備したリゾートフェリー 望大浴場・レストラン・グリル・カフェなど完備したリゾートフェリーd
d（船中泊）❷ d 小樽港＝層雲峡：銀河の滝・流星の滝＝網走刑務
所＝ホタテづくしの昼食＝小清水原生花園＝摩周湖、展望台＝川 （船中泊）❷d 小樽港＝小樽運河＝新栄の丘＝白金青い池＝フラ
湯温泉（夕食・泊）❸朝食＝噴煙の立ち上がる硫黄山＝阿寒湖＝足 ワーランドかみふらの＝昼食＝風のガーデン＝十勝川温泉（泊）
寄・昼食（十勝牛ステーキ御膳）＝十勝ワインの池田ワイン城＝お買 ❸朝食＝真鍋庭園＝十勝ヒルズ＝紫竹ガーデン・十勝産ローストン
物＝苫小牧東港（19：30）d大型リゾートフェリー・普段の生活を忘 カツの昼食＝六花亭本店・お買物＝苫小牧東港（19：30）d大型リ
ゾートフェリー・普段の生活を忘れ読書。
デッキでのんびりした時をお
れ読書。
デッキでのんびりした時をお過ごしください。
（船中泊）
❹ d大型フェリー d 新潟港＝山梨22：00頃
過ごしください。(船中泊）❹d大型フェリーd新潟港＝山梨22：00頃

旅行代金（お１人様／2名１室利用）

89，000円（税込） 8/4 ㈭

4060

潜伏キリシタンの歴史

89，000円

7/4 ㈪ 20 ㈬ 8/2 ㈫ 24 ㈬ 9/ 9 ㈮ 26 ㈪

大歩危峡遊覧船

■食事：朝2、昼1、夕2 ■1名1室追加料金10,000円 1名参加可
■食事：朝1、昼2 ■ホテルイン鶴岡 ■ツインは一人1,500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
❶山梨4：00頃〜東北信7：45頃＝2,446段の石段：羽黒山神社･ ❶山梨5：30頃〜飯田8：00頃＝鳴門うずしお観潮船（船上よりうずし
随神門l石段l五重塔l石段l二の坂茶屋l石段l羽黒山山 お見学）＝オークラホテル丸亀（泊）❷ホテル＝金比羅宮・参拝＝祖
頂（三神合祭殿）＝鶴岡市内ホテル（泊）
谷のかずら橋・三大奇橋＝大歩危峡（遊覧船）＝道後温泉（泊）
❷ホテル＝月山八合目・弥陀ヶ原l九合目l月山神社月山本宮 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
l上駅eリフトe下駅＝山梨24：30頃
海道）＝山梨22：00頃

旅行代金（お１人様／1〜2名１室利用）

1名参加可
■食事：朝2、昼3、夕2 ■青字出発3,000円増
■2名1室追加料金：3,000円 1名1室追加料金：11,000円
■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
❶山梨4：30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＝いずもめのう細工伝承館＝大国主命を祀る出雲
大社正式参拝＝山梨25：30頃

利尻・礼文・宗谷岬・旭山動物園5日間

デラックスホテル2泊！3日間

7/17㈰ 9/13 ㈫ 10/13 ㈭ 11/27㈰

39，800円（税込）9/4 ㈰

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

49，800円（税込）6/27㈪

4009-4 往路FDAa・復路フェリー1等船室クルーズ

3152

道後温泉・松山と大歩危

64，800円（税込）

五島列島・長崎 4日間

99，000円（税込）

■食事：朝2、昼2 ■ホテル1名1室追加料金5,000円
■鹿児島タイセイアネックスホテル ■宮崎カーフェリー2等寝台
■フェリー1等個室追加料金：2名1室8,000円／1名1室9,000円
❶山梨7：00頃〜飯田10：00頃＝京都・嵐山散策＝神戸三宮港
d（船中泊）❷d 宮崎港＝鵜戸神宮・千畳敷奇岩＝青島屋昼食
l 青島･鬼の洗濯板＝鹿児島ホテル（泊）❸朝食・ホテル＝知覧
武家屋敷＝知覧特攻平和会館＝池田湖・昼食＝日本最南端の
駅・西 大 山 駅 ＝ 灯 台と竜 宮 神 社の長 崎 鼻 ＝ 指 宿 温 泉 砂むし体
験・砂楽又は砂湯里＝鹿児島ホテル（泊）❹朝食・ホテル＝鹿児
島市内観光（西郷隆盛像・鶴丸城址・篤姫像）＝仙厳園（尚古集
成館）＝鹿児島空港a中部空港＝山梨20：00頃

■食事：朝1、昼1、夕1 ■南竜山荘 ■インナーシュラフご持参ください。
❶山梨3：30頃〜飯田6：00頃＝各自持参弁当昼食=別当出合・登山
開始（1250m）l中飯場l甚之助避難小屋l南竜山荘（2086m）到
着（到着後、お花畑へご案内）山小屋(夕食・泊)
❷南竜山荘(早朝発)l弥陀ヶ原分岐l室堂ビジターセンターl御
前が峰（2702m）l室堂ビジターセンター下山開始l甚之助避難小
屋l中飯場l別当出合駐車場＝山梨23：30頃

旅行代金（お１人様／2〜3名１室）
旅行代金（お１人様／1名１室利用）

層雲峡・網走・摩周湖
阿寒湖・川湯温泉・海鮮料理
旅行代金（お１人様／ホテル3〜4名１室利用）
知覧特攻平和記念館

ハクサンコザクラ

1名参加可

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

8/27㈯

青森ねぶた・仙台七夕・山形花笠・秋田竿燈

青森ねぶた・秋田竿燈

月山山頂の月山神社

旅行代金（お１人様／
男女別相部屋又は3〜4名１室）

北海道・道東4日間

85，000円（税込）9/8 ㈭ 10/23 ㈰ 11/15 ㈫ 79，000円（税込） 1名参加可

33，900円（税込）7/7㈭ 16 ㈯ 24 ㈰

8/6 ㈯ 10 ㈬ 18 ㈭
■食事：朝１、昼２、夕１
■山小屋・白雲荘又は同等クラス ■青字出発2,000円増
❶諏訪8：00頃〜山梨9：00頃＝河口湖＝富士山五合目・昼食l
登山（4〜5時間）l八合目白雲荘（夕食・仮眠）
❷八合目（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＝山梨15：00頃

花の
名山

なげいれどう

■食事:朝1、昼2、夕1 ■尾瀬ヶ原・桧枝岐小屋
❶●●共に山梨3：30頃〜東北信7：30頃＝鳩待峠・尾瀬ハイキング
l山の鼻l竜宮小屋l山小屋（夕食･泊）
❷朝食・小屋l●:見晴新道l100名山の燧ヶ岳（柴安嵓l爼嵓）l
熊沢田代l広沢田沢l御池／●:尾瀬沼ハイキングl沼山峠＝御
池＝●●山梨25：30頃

4055 大型フェリー1等個室クルーズ

南国たっぷり
日
鹿児島・宮崎4間

ロールカーテンで仕切られた

旅行代金（お１人様） 個室的イメージの山小屋で宿泊

雲上のお花畑 クロユリ･ハクサンコザクラに会いに行こう!

大山登山3日間

中国地方
最高峰の

旅行代金（お１人様／2名１室利用）

旅行代金（お１人様／3〜4名１室利用）

8/20 ㈯ 7/12 ㈫ 8/23 ㈫ 9/5 ㈪ 10/10 ㈪
10/7㈮ ■3名1室4,000円増 2名1室9,500円増 1名1室15,000円増

2011

専門ガイドがご案内！ 初級〜中級者 3148 専門ガイドがご案内！ 上級者レベル 2317

●2日目 燧ヶ岳登山 45,800円税込
●2日間 尾瀬ハイキング 42,500円税込

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

98，500円（税込） 1名参加可

津和野殿町

食事4回付！
！

1回25名限定募集！

54，800円（税込）

2

早いもの
勝ち！
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）

7/4 ㈪ 8/23 ㈫ 9/5 ㈪ 28 ㈬

■食事：朝1、昼2、夕1 ■3名1室追加料金3,000円
■2名1室追加料金6,000円 ■仙峡の宿 銀山荘
❶山梨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＝山梨21：30頃

富士登山 2日間

くろ ひ や ま

旅行代金（お１人様／ホテル2名１室）

41，800円（税込）

世界遺産の頂きを目指せ！

旅行代金（お１人様／2〜4名１室利用）

ふたつの北海道百名山 中級〜上級者 5030 専門ガイドがご案内！ 中級〜上級者 3155 専門ガイドがご案内！ 初級〜中級者 2398 専門ガイドがご案内！
鳥海湖
日
日本百名山 赤城山（駒ケ岳・黒檜山） 羽黒山・月山
十勝岳と大雪山旭岳・黒岳5間
日本百名山の鳥海山
と谷川岳登山2日間
出羽三山の湯殿山3日間
層雲峡温泉
登山 日間

128，000円（税込）7/9 ㈯

旅行代金（お１人様／4〜6名１室利用）

2007 登山専用ガイドがご案内！

通り
抜け

自然に抱かれた
渓谷の宇奈月温泉

み とくさ ん さ ん ぶ つ じ

尾瀬ハイキング 初級

6/25 ㈯催行

■田辺ステーションホテル
■食事：朝1、昼1 ■1名1室2,000円増 各39,800円〈税込〉
【Bコース】❶山梨3：30頃〜飯田6：30頃＝紀伊田辺駅前l闘鶏神
社l高山寺l秋津王子l須佐神社l万呂王子l三栖廃寺塔跡l
三栖王子l八上王子＝田辺市内ホテル（泊）❷朝食･ホテル＝八上
王子l田中神社l稲葉根王子l一瀬王子l鮎川王子l住吉神社
l清姫の墓l滝尻王子･熊野古道館＝山梨23：30頃

■1名1室追加料金：12,000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
❶山梨3：30頃〜東北信6：20頃＝直江津港〜ジェットフォイル〜小
木港＝たらい舟体験＝めおと岩・昼食＝きらりうむ佐渡＝史跡・佐渡
金山＝大佐渡スカイライン＝加茂湖温泉（夕食・泊）❷ホテル＝トキ
の森公園＝大膳神社・能舞台見学＝妙宣寺＝佐渡歴史伝説館･昼
食＝尾畑酒造＝西三川ゴールドパーク(砂金採り体験)＝小木家(買
物）l小木港〜ジェットフォイル〜新潟港＝山梨21：30頃

燧ヶ岳登山 中〜上級

東山山頂将軍塚
〜比叡山延暦寺

旅行代金（お１人様／2名１室）

6/29 ㈬ 7/9 ㈯ 31㈰
8/31㈬ 9/16 ㈮ 10/1㈯ 7㈮

2329-3 専門ガイドがご案内！

日 初級〜中級者
間

Ｂコース 途中参加可・全4回で一周

Cコース9/25 ㈰
Dコース10/30 ㈰
Eコース11/20 ㈰

旅行代金（お１人様／2名１室利用）

39，800円（税込）

54，800円（税込）

37，700円（税込）食事4回付！！

旅行代金（お１人様／3〜4名１室利用）

■1名1室追加料金5,000円 ■ホテル＆リゾーツ京都宮津
❶山梨4：00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）＝山梨22：00頃

2366 新鮮な海の幸をたっぷりお楽しみ 2008

がんばれ！銚子電鉄
暖ったか！房総2日間

銀山温泉2日間

食事4回付！
！
35，900円（税込）食事4回付！！
6/20 ㈪ 7/12 ㈫ 25 ㈪ 8/9 ㈫ 28 ㈰ 9/10 ㈯
7/21㈭ 8/18 ㈭ 9/23 ㈮ 10/25 ㈫ 11/13 ㈰
■食事：朝1、昼2、夕1 ■青字出発2,200円増

往復ジェットフォイル利用

創業130年の鳴子ホテルに宿泊 2162

2223 仙峡の宿・銀山荘、ドラマ「おしん」の舞台 2046

高野山をじっくり見学
宿坊に泊まる2日間
根本大塔・金堂
金剛峯寺
大師教会
刈萱堂
旅行代金（お１人様／3〜4名１室利用）奥の院

旅行代金（お１人様／2〜3名１室利用）

1名参加可

39，800円（税込）

伊根の舟屋

湯らゆら温泉泊！
伊根湾遊覧船・文殊堂
舞鶴引き上げ記念館

寒霞渓

旅行代金（お１人様／2〜4名１室利用）

2014

日本三景 天橋立
丹後半島2日間

■1名1室料金：海側バルコニー船室638,000円 ■3名可
スタンダード内側船室463,000円 ■食事:朝8､昼7､夕8

食事

23回付！

■1名1室追加料金5,000円
■食事：朝2、昼１ ■ねぶた観覧席3,500円手配可6/19〆切
（船中泊）❷dクルージング・エンターテイメントをどうぞd（船中泊） 泊）❸d秋田（OP：大曲花火大会）d（船中泊）❹d新潟d（船中
■スーパーホテル盛岡 ■竿燈観覧席4,000円手配可6/15〆切
（内側の3人部屋は2人目までの料金が上がります。） ■上陸観光はオ
❸d高知d（船中泊）❹d鹿児島d（船中泊）❺d韓国釜山d（船中 泊）❺d 富山・伏木d（船中泊）❻d 終日クルージングd（船中 【2コース共通】■最少催行人員2名 ■3名1室まで可能で3人目は割引あります。
❶山梨2：00頃〜東北信6：00頃＝青森ねぶた祭見学＝盛岡（泊） 泊）❻d鳥取・境港d（船中泊）❼d金沢d（船中泊）❽d函館d（船 泊）❼ d 韓 国 釜 山 d（船 中 泊）❽ d 鹿 児 島 d（船 中 泊）❾ d ク プショナルツアーです。内容は1〜2ヶ月前に発表されます。 ■パスポートが必要になります。 ■船室ランクアップもできます。お問い合わせください。
■2人までの船内チップ込み、3人目は＄92（9日間）
・＄103.5（10日間）必要となります。 ■国際観光旅客税,港湾費用14,896円（9日間コース・変動あり）
❷ホテル＝田沢湖・辰子姫の像＝角館・武家屋敷群散策＝秋田竿 中泊）❾dクルージング・エンターテイメントをどうぞd（船中泊）❿ ルージング・エンターテイメントをどうぞd（船中泊）
/16,729円（10日間コース・変動あり）別途必要 ◎取消料：船舶業約款により89日前から20％必要となります。
❿d横浜港＝各地（午後〜夕刻）
d横浜港＝各地（午後〜夕刻）
燈まつり＝盛岡（泊）❸ホテル＝山梨21：00頃

