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http://heartbell.shinnan.co.jp/

日本橋アートアクアリウム
越中八尾
★日本橋の夏の風物詩とも言われる「アートアクアリウム」。金魚を
中心に約8,000
中心に約8,000匹の鑑賞魚が泳ぎ、照明や映像、音楽、香りなどの演
8,000匹の鑑賞魚が泳ぎ、照明や映像、音楽、香りなどの演
出により、和をモチーフにした水中アートが繰り広げられます。

【コース】各地(5:30～6:00)—くすりミュージアム(見学)・・
・・日本橋三井ホール(アートアクアリウム2017見学)—
—ロイヤルパークホテルザ汐留(昼食)—各地(18:45～19:15)
【出発日】9/12(火)催行予定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★世界最大の光の地上絵。LED
★世界最大の光の地上絵。LEDライトで作った最大のイメージとし
LED ライトで作った最大のイメージとし
てギネス世界記録に認定されました。
★双龍をモチーフとした史上初の双方向地上絵イルミネーション!
★天空の世界を彩る光と音の、スーパーオーロラショー。

★秋の訪れを告げる風物詩「おわら風の盆」。富山市南西部の山あ
いの町、越中八尾にて300
いの町、越中八尾にて300年余踊りつがれてきました。
300年余踊りつがれてきました。
★哀愁を帯びた胡弓や三味線の調べに合わせ、涼しげな揃いの浴衣
に、編笠の間から少し顔を覗かせた姿の踊りは幻想的で優美です。

【コース】各地(13:00～13:30)ーアパリゾート上越妙高
(イルミネーション・自由食)ー各地(23:00～23:30)

【コース】各地(11:00～11:30)ー富山市内(夕食)ー
ー越中八尾(おわら風の盆見学)ー各地(翌3:45～翌4:15)

【出発日】9/18(月祝) 10/7(土)
【食 事】朝:× 昼:× 軽:パン 夕:×

【出発日】9/3(日)決定
【食 事】朝:× 昼:× 軽:パン 夕:○

3302
3311

円

【代金】

【代金】

3300

円

円

【代金】

新潟日帰り

東京日帰り

※ガイド乗務いたしません。

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

■無料ご招待券利用不可 ■ガイド乗務いたしません。

日本初演50
日本初演50周年記念公演
50周年記念公演

しんしろ軽トラ市
「たまごのがっこう」の和食バイキング

ソラテラスと斑尾高原&フルーツパフェバイキング

★「しんしろ軽トラ市」は、軽トラの荷台をお店にして、地場産の採
れたて新鮮野菜や花、衣類や雑貨など、多種多彩なものを運んできた
まま対面販売するユニークな市場です。
★地元のばあばが、家庭の味を披露してくれるレストラン。

★世界最大級166
★世界最大級166人乗りのロープウェイで行く、標高
166 人乗りのロープウェイで行く、標高1,770
人乗りのロープウェイで行く、標高1,770ｍの山
1,770 ｍの山
頂駅に広がる大パノラマは、北アルプス、妙高山などが同じ目線で広
がります。雲の上のテラスからの眺望も幻想的です。

【コース】各地(6:30～7:00)ーしんしろ軽トラ市(買物)ー
ーたまごのがっこう(昼食・買物)ーラグーナテンボス(買物)ー
ー八丁味噌の郷(見学)ー各地(19:15～19:45)
【出発日】9/24(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【コース】各地(5:45～6:15)ー竜王マウンテンパーク
(ロープウェイ往復・展望)ー斑尾高原(昼食)ー信州フルーツランド
(フルーツパフェバイキング・買物)ー各地(18:15～18:45)

屋根の上のヴァイオリン弾き
★1967年の日本初演以来
1967年の日本初演以来1300
年の日本初演以来1300回を超える上演回数。今回は
1300回を超える上演回数。今回は2004
回を超える上演回数。今回は2004
年から主人公テヴィエ役を演じる市村正親、2009
年から主人公テヴィエ役を演じる市村正親、2009年から妻・ゴール
2009年から妻・ゴール
デ役を演じる鳳蘭による、日本初演50
デ役を演じる鳳蘭による、日本初演50周年記念公演としての上演。
50周年記念公演としての上演。

【コース】各地(6:20～6:50)—都内(昼食)ー
ー日生劇場(観劇)—各地(18:45～19:15)
■13時公演 ■Ｓ席

【出発日】10/9(月祝)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

16(月)
【出発日】12/14(木)決定 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

【代金】
3305

3312

3304

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。
愛知日帰り

円

【代金】

長野日帰り

※ガイド乗務いたしません。

ひるがの高原コキアパーク

高橋まゆみ人形館
★森の家周辺のブナの森をインストラクター同行で
1.5時間の散策。整備された歩き易い遊歩道です。
1.5時間の散策。整備された歩き易い遊歩道です。
★高橋まゆみ人形館はスタッフさんの案内で鑑賞。
【コース】各地(6:00～6:30)—
ーなべくら高原森の家(ぶなの森散策ツアー）—
ー飯山(昼食)ー高橋まゆみ人形館(見学)—
ー小布施(買物)ー各地(18:45～19:15)
【出発日】10/27(金) 11/3(金祝)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】10/3(火) 10(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

白駒池と御射鹿池

なべくら高原ブナの森

郡上八幡の町並み&明宝ハム工場
★ひるがの高原コキアパークでは、スキー場のゲレ
ンデに約1
ンデに約1万株のコキアが赤く紅葉します。
★「幻のハム」と呼ばれる明宝ハムの工場見学。
【コース】各地(6:15～6:45)—
ーひるがの高原コキアパーク(リフト・見学）—
ーたかすファーマーズ(買物)ー郡上八幡(昼食)—
ー明宝ハム(見学)ー郡上八幡(散策)ー
ー各地(18:30～19:00)

3314

白山白川郷ホワイトロード

新海誠展&八ヶ岳高原ロッジのランチ

世界遺産白川郷合掌造り集落

★吉永小百合さんのCM
★吉永小百合さんの CMで話題!神秘の白駒池と苔
CM で話題!神秘の白駒池と苔
の森の散策&東山魁夷作品のモチーフの御射鹿池。
★小海町高原美術館では「新海誠展」開催中!
★ドラマ高原へいらっしゃいの舞台八ヶ岳高原。
【コース】各地(6:00～6:30)—御射鹿池(見学)ー
ー白駒池(散策）—小海町高原美術館(見学)ー
ー八ヶ岳高原ロッジ(昼食)ー県立まきば公園(買物)—
ー各地(18:15～18:45)

★岐阜・石川両県にまたがる、世界遺産白川郷から
天下の温泉郷加賀を結ぶ国立公園内の山岳コース!
今回は、白山展望台までの往復ドライブでご案内。
【コース】各地(6:00～6:30)—
ー白山白川郷ホワイトロード(馬狩料金所～
白山展望台駐車場往復ドライブ)ー
ー白川郷(昼食・展望)ー白川郷合掌造り集落(散策)ー
ー各地(18:30～19:00)

【出発日】9/27(水) 10/16(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】10/24(火) 27(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3316

3318
【代金】

3323

円

岐阜日帰り

【代金】

東京日帰り

長野日帰り

長野日帰り

円

【代金】

岐阜日帰り

【代金】

円

円

■無料ご招待券利用不可

軽井沢万平ホテルのフレンチ
★湖面に映る紅葉した木々が美しい、軽井沢の人気
No1紅葉名所「雲場池」と湾曲した岩壁に数百条
No1 紅葉名所「雲場池」と湾曲した岩壁に数百条
の地下水が白糸のように落ちる「白糸の滝」。
★軽井沢のクラシックリゾートホテルにて、伝統の
フランス料理をご堪能下さい。
【コース】各地(7:00～7:30)—
ー雲場池(見学）—軽井沢万平ホテル(昼食)ー
ー白糸の滝(見学)—各地(18:45～19:15)
【出発日】10/26(木) 11/2(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★長野県から山梨県へバスを乗り継ぎ、大自然の
息吹を感じながら絶景を楽しめる通り抜けルート!
★昇仙峡影絵の森美術館は、光と影が描きだす美
しい夢幻の世界が人気です。
【コース】各地(7:00～7:30)ー仙流荘-(南アルプス
林道バス)-北沢峠-(南アルプス市営バス)-広河原-(山梨交通)-芦安ー(車中昼食弁当)ー昇仙峡
影絵の森美術館(見学)ー各地(18:45～19:15)
【出発日】10/16(月)催行予定
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×
【代金】

3313
【代金】

円
長野日帰り

20(金)

乗鞍スカイライン紅葉ドライブ
★日本唯一の２階建てロープウェイで、雄大な北ア
ルプスの大パノラマが待つ山頂展望台へ!
★マイカー規制のかかる、乗鞍スカイライン・エ
コーラインは、観光バスで楽々乗り換えなし。
【コース】各地(5:30～6:00)—
ー新穂高ロープウェイ(第2ロープウェイ往復・展望）—
ー平湯(昼食)ー(乗鞍スカイライン)ー乗鞍畳平(散策)ー
ー(乗鞍エコーライン)—各地(18:45～19:15)

★湖北の里山に佇む「鶏足寺」は、特に参道の真紅
の絨毯を敷き詰めたような落葉が圧巻の眺め。
★日本の紅葉名所百選「湖東三山」では、血染めの
紅葉で有名な「金剛輪寺」と1,000
紅葉で有名な「金剛輪寺」と 1,000本を数える楓
1,000 本を数える楓
が紅葉する「西明寺」の二山を今回は訪れます。
【コース】各地(6:00～6:30)—
ー鶏足寺(旧飯福寺）(参拝)—長浜(昼食・散策)ー
ー金剛輪寺(参拝)ー西明寺(参拝)ー
ー各地(18:30～19:00)

【出発日】9/28(木) 10/2(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】11/24(金) 29(水)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

■無料ご招待券利用不可
※ガイド乗務いたしません。

3320

3315

3307
【代金】

円

【代金】

円
滋賀日帰り

岐阜日帰り

山梨日帰り

■無料ご招待券利用不可

※ガイド乗務いたしません。

■無料ご招待券利用不可

三島スカイウォークとヤクルト富士裾野工場
御殿場高原ビール飲み放題バイキング

フリータイム
★百万遍知恩寺で、毎月15
★百万遍知恩寺で、毎月15日に開催されるフリーマーケッ
15日に開催されるフリーマーケッ
ト。雑貨から服飾、食べ物など約350
ト。雑貨から服飾、食べ物など約350店が出店。
350店が出店。
★5時間のフリータイムで、京都の自由観光にもお勧め!
【コース】各地(5:30～6:00)—百万遍知恩寺
(手づくり市・フリータイム5時間)ー各地(19:00～19:30)

★古都奈良は、世界文化遺産や国宝･重要文化財の宝庫。
★たっぷり5
★たっぷり5時間のフリータイムで、思い思いに見学!
★奈良国立博物館では、10/21
★奈良国立博物館では、10/21～
11/6正倉院展開催中!
10/21～11/6正倉院展開催中!
【コース】各地(5:30～6:00)ー
ー奈良公園(フリータイム5時間)ー各地(20:00～20:30)

【出発日】9/15(金)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【出発日】10/24(火)
【食事】朝:○ 昼:× 夕:×

27(金) 31(火)

【代金】

円

11/15(水)
2888

【代金】

R 350mの天望デッキへ。
★東京スカイツリー ○
350mの天望デッキへ。5
の天望デッキへ。 5 周年とな
り、開業当初のような大混雑も比較的少なくなりました。
【コース】各地(5:30～6:00)—築地場外市場
R (天望デッキ入場・買物)ー
(買物・自由食)ー東京スカイツリー○
ー各地(19:00～19:30)

★日本最長富士を望む大吊橋!全長400m
★日本最長富士を望む大吊橋!全長400m。歩行者専用とし
400m。歩行者専用とし
ては日本一長い吊橋。富士山や駿河湾など一望の絶景。
★40種類以上の料理食べ放題!
40種類以上の料理食べ放題!6
種類以上の料理食べ放題!6種類の地ビール飲み放題!
【コース】各地(5:45～6:15)—ヤクルト富士裾野工場見学—
ー御殿場高原ビール(昼食)—三島スカイウォーク(見学)—
ーえびせんべいの里御殿場店(買物)ー各地(19:00～19:30)

【出発日】8/29(火) 9/25(月)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【出発日】10/31(火)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3306

円

3281
【代金】

京都日帰り

円

奈良日帰り

※ガイド乗務いたしません。

東京日帰り

3283
【代金】

円

静岡日帰り

※ガイド乗務いたしません。
※ガイド乗務いたしません。
■無料ご招待券利用不可

&
★飛騨古川は、約500m
★飛騨古川は、約500m続く白壁土蔵街や鯉のおよぐ瀬戸川、古い町並みなど、四季折々に見せる情景が
500m続く白壁土蔵街や鯉のおよぐ瀬戸川、古い町並みなど、四季折々に見せる情景が
美しい町です。地元案内人の案内で散策にでかけましょう。
★明るい南イタリア風のレストランで、さまざまなジャンルの無国籍料理が食べ放題。

★日本一の群生を誇る、約500
★日本一の群生を誇る、約500万本の曼珠沙華が、真っ赤なじゅうたんを敷き詰めます。
500万本の曼珠沙華が、真っ赤なじゅうたんを敷き詰めます。
★SNSで人気。入間市のジョンソンタウンは、アメリカの街そのもの。
SNSで人気。入間市のジョンソンタウンは、アメリカの街そのもの。
★西武飯能ステーションビル最上階より奥武蔵の風景を眺めながら、季節のグルメをバイキング形式で。

【コース】各地(5:30～6:00)ー飛騨古川まつり会館(見学)・・古川(町並み散策)ー
ー飛騨高山(散策)ー高山グリーンホテル(昼食)ー各地(18:45～19:15)

【コース】各地(5:30～6:00)ー日高市:巾着田(彼岸花見学)ー
ーホテルヘリテイジ飯能(昼食)ージョンソンタウン(散策)ー各地(18:00～18:30)

【出発日】9/5(火)

【出発日】9/25(月)

28(木) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】

円

21(木) 10/15(日) 【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×
3309

【代金】

円

※ガイド乗務いたしません。
岐阜日帰り

3303
埼玉日帰り

