平成29年11月16日発行

第75号

０１２０ ８１０ ４５６
受付時間：平日朝９時から夕方５時３０分まで
土日・祝日は、お休みです。
ホームページ
も公開中!

新年旅初め企画!

★2018年元旦は、八ケ岳の裾野から昇る神秘的な初日の出を、個人
2018年元旦は、八ケ岳の裾野から昇る神秘的な初日の出を、個人
ではなかなか予約できない、諏訪湖遊覧船から拝みましょう。
★諏訪大社下社秋宮初詣と名物大社せんべい･塩羊羹のお買い物。

【コース】各地(4:20～4:50)—
ー諏訪湖遊覧船(乗船・初日の出見物)—
ー諏訪大社下社秋宮(初詣・買物)—各地(11:45～12:15)

3353

円

★究極の美しさ、そして圧倒的な興奮と感動。革新的、意欲的なプロ
グラムで挑むCD
グラムで挑むCDデビュー
CDデビュー10
デビュー10周年記念リサイタル！
10周年記念リサイタル！

【コース】各地(6:00～6:30)ー伊勢神宮外宮(初詣)—
—伊勢市(昼食)・・伊勢神宮内宮・おかげ横丁(初詣・散策)—
—海産物のお買い物ー各地(18:50～19:20)
【出発日】1/23(火) 29(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】1/1(元旦) 【食 事】朝:× 昼:× 夕:×

【代金】

★豊受大御神を祀る「外宮」と天照大御神を祀る「内宮」両詣り。
★古くからのならわしにより、外宮から内宮の順にお参りします。
★江戸時代のおかげ参りの頃の伊勢の町並みを再現!おかげ横丁･おは
らい町にて、赤福餅など伊勢名物のお土産をゲット!

【コース】各地(8:45～9:15)—大垣市(昼食)—
—サラマンカホール(コンサート)—各地(18:45～19:15)
■14時公演
14時公演 ■S席

2/12(月祝)

【出発日】3/4(日)決定 【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×

3355

3369

【代金】

円

円

【代金】

岐阜日帰り

三重日帰り

長野日帰り

※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 ※ガイド乗務いたしません。

ミュージカル界に革命を起こしたあの作品が再び!

★伏見稲荷大社は、関西初詣人気ランキング１位!そして外国人が選ぶ
日本の観光スポットランキング1
日本の観光スポットランキング1位!
★全国に約3
★全国に約3万社あると言われる稲荷神社の総本宮。
★昼食は、札幌かに家でミニかに会席。

【コース】各地(5:30～6:00)ー伏見稲荷大社(初詣)ー
ー祇園(昼食)・・祇園(自由散策)ー各地(18：15～18:45)
【出発日】1/14(日)催行予定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

18(木)

★来年は、長野オリンピックからちょうど20
★来年は、長野オリンピックからちょうど20年。日の丸飛行隊感動
20 年。日の丸飛行隊感動
の金メダルの舞台やスケート清水選手の金メダルの舞台へ参ります。
★全国的に有名な小川の庄おやき村でのお買い物と信州善光寺参拝。

【コース】各地(6:00～6:30)—白馬ジャンプ競技場(見学)—
—小川の庄おやき村(買物)—信州善光寺(昼食・参拝)—
—エムウェーブ(長野オリンピックミュージアム見学)ー
—各地(19:00～19:30)
【出発日】2/7(水) 10(土)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【コース】各地(6:15～6:45)—都内(昼食)ー
ー帝国劇場(観劇)—各地(20:10～20:40)
■13時公演
13時公演 ■Ｓ席
【出発日】4/16(月)決定 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

17(土)

3342

3358

円

【代金】

★ 1789 年 7 月 14 日、バス ティー ユ牢獄襲撃。パリに咲き、バス
ティーユに散った美しき愛の物語。
★4/16のメインキャストは、ロナン=小池徹平、オランプ=神田沙也
4/16のメインキャストは、ロナン=小池徹平、オランプ=神田沙也
加、マリー・アントワネット=凰稀かなめの予定です。

3367

円

【代金】
京都日帰り

長野日帰り

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

東京日帰り

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

世界で唯一の宝石イルミネーション!

時之栖
イルミネーション

五箇山
★世界的照明デザイナー石井幹子氏プロデュースのイル
ミネーション。7
ミネーション。7 つエリアと噴水ショーからなる８種類
30色の宝石イルミネーションは、他では味わえない色彩
30 色の宝石イルミネーションは、他では味わえない色彩
のイルミネーションです。
【コース】各地(9:30～10:00)—京王プラザ八王子
(ランチバイキング)—よみうりランド(ジュエルミネーション)ー
ー(車内夕食弁当)ー各地(23:00～23:30)

★今年のテーマは「気分はエレガンス」。光のトンネル･
王宮の丘･虹のヒカリラなど見所いっぱい。
★40種類以上の料理と地ビール食べ飲み放題!
40種類以上の料理と地ビール食べ飲み放題!
【コース】各地(11:15～11:45)ー
ーえびせんべいの里御殿場店(買物)ー
ー御殿場高原ビール(夕食)・・御殿場高原時之栖
(イルミネーション)ー各地(22:30～23:00)

【出発日】12/22(金) 1/13(土)
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:○
3348

【出発日】12/16(土)催行予定

【代金】

円

【コース】各地(12:30～13:00)ー
ーなばなの里(イルミネーション見学・自由食)ー
—各地(21:50～22:20)
【出発日】12/17(日) 3/3(土)
【食 事】朝:× 昼:パン 夕:×

【食 事】朝:× 昼:パン 夕:○

円

【代金】

★今シーズン14
★今シーズン14回目を迎える、国内最大級のスケールを
14 回目を迎える、国内最大級のスケールを
誇るイルミネーション!最新の特殊イルミネーションで壮
大な景色を色鮮やかに表現します。今年のテーマエリア
は、「くまもとだモン！」～くまモンのふるさと紀行～
★村内で利用できる1,000
★村内で利用できる1,000円分の金券付き。
1,000円分の金券付き。

3327

3329

円

【代金】

【出発日】3/10(土)
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:○

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

※ガイド乗務いたしません。

※ガイド乗務いたしません。

—飛騨高山古い町並み(散策)—五箇山菅沼合掌造り集落
(ライトアップ見学)—(車中夕食弁当)ー各地(22:30～23:00)

三重日帰り

静岡日帰り

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

10(土)

★世界遺産五箇山菅沼のライトアップは、3
★世界遺産五箇山菅沼のライトアップは、3 月に期
間限定で開催されます。柔らかな光が雪化粧した合
掌造り集落を照らし出す景色はとても幻想的です。
★日中は飛騨高山の古い町並み散策も楽しめます。
【コース】各地(9:00～9:30)—高山市(昼食)—

新名所!あいち航空ミュージアム
新名所!

浜名湖みかん狩り
ロイヤルパークホテル汐留ランチブッフェ
★新年に向けて知多半島の名物をたくさん買いましょう。
えびせんべい、つくだ煮、海産物、明太子、地ビール、
おかき等、各施設の名物が勢ぞろい。
★昼食は、まるは食堂の名物エビフライ定食。

【コース】各地(6:30～7:00)—えびせんべいの里
(買物)—つくだ煮街道(買物)ー魚太郎(買物)ー
ーまるは食堂(昼食)ーめんたいパークとこなめ(買物)ー
ー半田赤レンガ建物(
)ーおかき屋辰心(買物)—
各地(18:30～19:00)

【出発日】12/25(月) 26(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★ユニークな外観が話題のタイルミュージアム。
★ピンクのハート絵馬が女性に人気の倍返し神社
★名古屋コーチン発祥の地小牧で、すき焼き膳。
★名古屋のショッピングやグルメのお店が満載。
【コース】各地(7:00～7:30)—
ー多治見モザイクタイルミュージアム(見学）—
ー犬山城(入城)・三光稲荷神社(参拝)ー
ー小牧市(昼食)ーあいち航空ミュージアム・・エアポート
ウォーク名古屋(買物)ー各地(18:30～19:00)

27(水)
3359

【出発日】12/1(金)決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】2/21(水) 3/24(土)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×
愛知日帰り

【代金】

円

3339

【代金】

東京日帰り

※ガイド乗務いたしません。

3344
静岡日帰り

■無料ご招待券利用不可

もみじの
★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)

3/15(木)

【代金】

12/5(火)満席
12/7(木)満席 9(土)満席 11(月)決定

円

フリータイム

【出発日】12/15(金)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【出発日】11/26(日)決定

円

【代金】
愛知日帰り

※ガイド乗務いたしません。

【コース】各地(6:30～7:00)ー戸倉園(みかん狩り)ー
ー浜松(昼食）—龍譚寺(参拝)—各地(17:00～17：30)

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3365

円

【代金】

★数々の映画やドラマの舞台となった神宮外苑のい
ちょう並木は146
ちょう並木は146本の並木が並ぶ黄金ロード。
146本の並木が並ぶ黄金ロード。
★海外の料理コンクールで優勝経験のあるシェフが
ひと手間かけたメニューのランチブッフェ。
【コース】各地(5:30～6:00)ー
ー明治神宮外苑(いちょう並木散策)ー
ーロイヤルパークホテル汐留(昼食)ー
ー東京駅(買物)ー各地(19:00～19:30)

★やってきましたこの季節!恒例のみかん狩りは、今年も浜
松の戸倉園さんで10
松の戸倉園さんで10キロ収穫体験＆食べ放題。
10キロ収穫体験＆食べ放題。
★昼食は、地産地消をコンセプトにしたお店の新鮮な野菜
と肉を使用した家庭的なバイキング。
★龍譚寺は、奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝
える遠州の古刹。井伊直虎が眠る寺。

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)

4/15(日)
【出発日】11/27(月)決定
決定
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×
京都日帰り

※ガイド乗務いたしません。

【出発日】11/29(水)決定
決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

1/22(月)
【代金】

円

【代金】
円
※ガイド乗務いたしません。

東京日帰り

老舗きしめんVS元祖あんかけスパゲッティ
★赤味噌がちょっと苦手な方にも楽しめる「名古屋めし」食い倒れコースです。
★昼食は、名古屋めしの代表格きしめんを大正12
★昼食は、名古屋めしの代表格きしめんを大正12年創業の老舗「宮きしめん」にてご用意!
12年創業の老舗「宮きしめん」にてご用意!
★夕食は、名古屋名物「あんかけスパゲッティ」の元祖「スパゲッティ・ハウスヨコイ」にて用意!

★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です。
★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
剛輪寺」と1,000本を数える楓が紅葉する「西明寺」の二山の参拝
1,000本を数える楓が紅葉する「西明寺」の二山の参拝
【コース】各地(6:00～6:30)ー鶏足寺(旧飯福寺）(参拝)—
ー長浜(昼食・散策)ー金剛輪寺(参拝)ー西明寺(参拝)ー
ー各地(18:45～19:15)
【出発日】11/24(金)決定
決定 29(水)決定
決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3336

3281

2888

円

鶏足寺と湖東二山の紅葉

★京都有数の紅葉名所永観堂は、燃える紅に染まります。
★洛北の圓光寺は、その寒さ故に美しい紅葉です。
★昼食は、京町屋創りのお店で、新鮮な焼き魚定食。
【コース】各地(5:30～6:00)—永観堂禅林寺(参拝)—
ー市内(昼食)—圓光寺(参拝)—各地(18:20～18:50)

■無料ご招待券利用不可
※ガイド乗務いたしません。

京都日帰り

3320
円

【代金】

滋賀日帰り

■無料ご招待券利用不可

渥美半島いちご狩り
★渥美半島に春を告げる菜の花は、まるで一面に黄色い絨毯の様に咲きます。
★温暖な渥美半島で栽培された、甘いイチゴの食べ放題。
★海の景色を眺めながら、ライブキッチンが人気のランチバイキング。

【コース】各地(7:30～8:00)ーちこり村(発芽野菜ビュッフェ付きモーニング)ー
【コース】各地(6:30～7:00)—サンテパルクたはら(買物)—田原町(いちご狩り)—
ー熱田神宮(参拝)ー宮きしめん(きしめんの昼食)ー大須観音(参拝・散策)ー
ースパゲッティ･ハウスヨコイ(あんかけスパの夕食)ー各地(18:30～19:00)

ー伊良湖菜の花ガーデン(菜の花まつり)ー伊良湖ビューホテル(昼食)—各地(19:00～19:30)

【出発日】3/4(日) 10(土) 21(水祝)
【出発日】2/16(金)

3/3(土) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:○

【代金】

円

3364

3349

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 【代金】
愛知日帰り

円
愛知日帰り

※ガイド乗務いたしません。
※ガイド乗務いたしません。

