富士山五合目と巨峰狩り
フジヤマテラスのランチブッフェ

伊豆の国富士山絶景のロープウェイ

★富士スバルラインをドライブして、標高2,305m
★富士スバルラインをドライブして、標高2,305m
の富士山吉田口五合目へ。雲上の別世界を体感!
★甲斐一宮の農園で、巨峰食べ放題。
★旬の食材を取り入れた80
★旬の食材を取り入れた80種類以上のメニュー。
80種類以上のメニュー。
【コース】各地(5:45～6:15)ー
ー(富士スバルライン)ー富士山五合目(散策・買物)—
ーフジヤマテラス(昼食)—河口湖畔(買物)ー
ー甲斐一宮(巨峰狩り)—各地(18:15～18:45)
【出発日】8/29(火) 9/1(金)催行予定
催行予定 4(月)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★伊豆長岡温泉郷の大富農園は、日本最大級のマ
ンゴー園。マンゴーハウス見学&
ンゴー園。マンゴーハウス見学&マンゴー試食。
★富士山、駿河湾、箱根の山々のパノラマ。
★ご当地グルメや創作料理食べ放題バイキング。
【コース】各地(5:45～6:15)ー
ー大富農園(マンゴー園見学・試食)ー
ー伊豆の国パノラマパーク(昼食・ロープウェイ)—
—ひものセンター(買物)—各地(18:45～19:15)
【出発日】9/3(日)催行予定
催行予定
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3291

3276
【代金】
【代金】

円

ヒルトン東京デザートブッフェ＆

大富マンゴー

円
静岡日帰り

山梨日帰り

■無料ご招待券利用不可

銀座シックス

★デザートブッフェと言えば「ヒルトン東京！」と言われるほど絶大な人気をほこる、芸術性の高い
スイーツが並ぶデザートブッフェをたっぷりご堪能下さい。
★2017年
2017年4月、銀座最大級の商業施設「ギンザシックス」がオープン！
【コース】各地(6:00～6:30)ーギンザシックス（買物・自由食)—

ーヒルトン東京マーブルラウンジ(デザートブッフェ)—各地(19:45～20:15)
【出発日】10/29(日) 【食 事】朝:○ 昼:× 中:○ 夕:×

3319
東京日帰り

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可

名古屋名物

※ガイド乗務いたしません。

＆アサヒビール名古屋工場

★うなぎしら河では、品質的に信頼できる特選鰻の中から、ひつまぶしに最適のものを吟味。
程よい脂の乗り、豊かな味わいの身、そして皮の焼き目の香ばしさが特徴的です。
★アサヒビール名古屋工場のビールの試飲は、お一人様3
★アサヒビール名古屋工場のビールの試飲は、お一人様3杯までお楽しみいただけます。
【コース】各地(6:45～7:15)ーアサヒビール名古屋工場(見学・試飲)ーうなぎしら河(昼食)・・

・・名古屋駅界隈(散策)ー各地(18:00～18:30)

駿河湾の桜えび＆しらす料理

一色のうなぎ特上重

【出発日】10/11(水)

11/1(水) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3310
愛知日帰り

★田子の浦名物のしらすと桜えび料理をご堪能。
★清水港を一周する35
★清水港を一周する35分のクルージング!
35分のクルージング!
【コース】各地(5:30～6:00)ー杉山フルーツ(買物）—
ー田子の浦(昼食)ーエスパルスドリームプラザ(買物)・・
・・清水港ベイクルーズー各地(19：00～19:30)

9/9(土)
【出発日】8/22(火)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】

【出発日】10/29(日) 11/14(火)
【食事】朝:× 昼:○ 夕:×

★京の夏の風物詩でもある納涼床をしょうざんで。広大な日本庭園のなかを流れる紙屋川の上に張り出した「渓涼床」。
涼やかな川のせせらぎと緑の風景に包まれて夏仕立ての京会席をお楽しみ下さい。
★京都のランドマーク「京都タワー」。地上100m
★京都のランドマーク「京都タワー」。地上100mの展望室からは東山三十六峰に囲まれた古都京都の市街地が
100mの展望室からは東山三十六峰に囲まれた古都京都の市街地が
360度見渡せます。本年
360度見渡せます。本年4
度見渡せます。本年4月、京都を満喫できる名店が軒を連ねる「京都タワーサンド」もオープン!

3234
愛知日帰り

静岡日帰り

円

&京都タワーサンド

23(土祝)
3292

【代金】

円

★取扱量日本一のうなぎ問屋が直営する、行列ができる
うなぎ専門店にて熟練の技で焼き上げる香ばしさ堪能。
【コース】各地(7:15～7:45)—西尾(抹茶工場)ー
ー一色(昼食）—一色さかな広場(買物)—ありがとうの里
(白だし工場)—岡崎(八丁味噌工場)—各地(18:45～19:15)

【代金】

円

【コース】各地(6:00～6:30)ー京都タワー展望室(見学)・京都タワーサンド(買物)ー

一生分の松茸と近江牛が食べられる!

日間賀島の魚介料理

ーしょうざんリゾート京都(昼食)—各地(18:45～19:15)
【出発日】8/27(日)決定
決定

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3277
★春夏秋冬、驚くほど多種多彩な魚介が味わえるの
が、豊かな海に囲まれた日間賀島の最大の魅力。季
節ごとに違った魚、貝に出会えます。
【コース】各地(7:00～7:30)ー
ーえびせんべいの里(買物)ー師崎港～日間賀島港ー
ー日間賀観光ホテル(昼食)ー日間賀島港～師崎港ー
ー魚太郎(買物)ーめんたいパーク(買物)ー
ー各地(18:30～19:00)
【出発日】9/4(月) 10/10(火) 11/13(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

京都日帰り

★甲賀市の創業80
★甲賀市の創業80年の松茸屋さんだからこそでき
80年の松茸屋さんだからこそでき
る、贅沢な松茸と近江牛のすき焼き食べ放題。
【コース】各地(7:15～7:45)ー
ー信楽陶苑たぬき村(見学)ー
ー甲賀市(松茸と近江牛食べ放題の昼食)—
ー各地(18:15～18:45)
【出発日】10/24(火) 11/13(月)
【食事】朝:× 昼:○ 夕:×

【コース】各地(7:15～7:45)ー上高地河童橋界隈(散策2時間)・・

円

円

【出発日】8/30(水)催行予定
催行予定

3308
■無料ご招待券利用不可
※ガイド乗務いたしません。

日本屈指の山岳リゾート
★上高地五千尺ホテルのメインダイニング「The
★上高地五千尺ホテルのメインダイニング「The GOSENJAKU」にて、創業以来変わらぬレシピで作る
GOSENJAKU」にて、創業以来変わらぬレシピで作る
ドミグラスソースで、じっくり煮込んだ自慢の逸品、ビーフシチューのコースランチ。
★落差64m
★落差64m、幅
64m、幅6m
、幅6mの「平湯大滝」は飛騨三大名瀑のひとつで、日本の滝百選にも選定されています。
6mの「平湯大滝」は飛騨三大名瀑のひとつで、日本の滝百選にも選定されています。

・・上高地五千尺ホテル(昼食)—奥飛騨平湯大滝公園(見学)—各地(19:00～19:30)
【代金】

【代金】

円 ■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

【代金】

愛知日帰り

■無料ご招待券利用不可
※ガイド乗務いたしません。

9/8(金) 【食事】朝:× 昼:○ 夕:×

3317

3289

滋賀日帰り

長野日帰り

【代金】

円 ※ガイド乗務いたしません。

絶景ロープウェイで行く!
★日本一の速さのロープウェイで1,100m
★日本一の速さのロープウェイで 1,100mの山頂へ。眺望が素晴らしい「びわ
1,100m の山頂へ。眺望が素晴らしい「びわ
湖テラス」から、日本一の大きさを誇る琵琶湖を一望。
★新･日本の街路樹百景。延長２.
★新･日本の街路樹百景。延長２.４キロにわたる約 500 本のメタセコイア並
木。韓流ドラマ「冬のソナタ」の雰囲気が感じられる人気スポット。

【コース】各地(7:00～7:30)ーマキノ高原メタセコイア並木(見学)ー
ーびわ湖バレイロープウェイ(往復・昼食・展望）ー各地(19:15～19:45)
【出発日】10/23(月) 11/20(月)

★琵琶湖の南湖を周遊する陽気な外輪船で60
★琵琶湖の南湖を周遊する陽気な外輪船で60分のクルーズ!
60分のクルーズ!
★国内外の要人達を魅了した「旧琵琶湖ホテル」にて、洋食ランチとイング
リッシュガーデン見学。

★山下公園を出発し、横浜の景色をバックに、優雅に60
★山下公園を出発し、横浜の景色をバックに、優雅に60分間のティータイムク
60分間のティータイムク
ルージング!上質なオトナ空間でケーキセットをどうぞ。
★シーフードを中心としたバラエティ豊かなお料理を食べ放題!

【コース】各地(6:15～6:45)—近江神宮(参拝)ー琵琶湖汽船
(ミシガンクルーズ）・・びわ湖大津館(昼食・見学)ー各地(18:30～19:00)
【出発日】9/6(水)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【コース】各地(7:00～7:30)ー横浜赤レンガ倉庫(昼食・買物)ー
ーマリーンルージュ(ティータイムクルーズ）ー各地(20:00～20:30)
【出発日】10/14(土) 11/16(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3244

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3253

3278
【代金】

円

【代金】

滋賀日帰り

【代金】

円

滋賀日帰り

円

白山開山1300年! 現地観光ガイドと歩く

富士山宝永火口ハイキング

ウォーキング
★宙組公演(9/12)
宙組公演(9/12)

★「富士山の登山はちょっと無理!」という方にもおすすめ
の、大迫力の宝永火口を見に行く絶景ハイキングコース!
【コース】各地(5:30～6:00)ー富士山新五合目・・
・・六合目宝永山荘・・宝永第一火口・・宝永第二火口縁・・
・・富士山新五合目ー富嶽温泉(入浴)ー各地(19：20～19:50)

★石田三成・徳川家康・黒田長政・島津義弘など、関ケ原
合戦に大きく関わった武将の陣跡を巡ります。
【コース】各地(6:00～6:30)ー関ヶ原町歴史民族資料館・・
・・(関ヶ原合戦天下取りコースウォーキング)ー関ヶ原(昼食)ー
ー美人の湯(入浴)ー各地(18：00～18:30)

【出発日】9/13(水)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】10/26(木)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3324
静岡日帰り

円

【代金】

岐阜日帰り

【代金】

★★ハイキング中級者 ◆歩行距離:約5キロ ◆所要:3時間
◆昼食:弁当 ◆入浴付 ◆登山ガイド同行
※バスガイド乗務いたしません。

3325

国史跡白山平泉寺旧境内
★平泉寺は、霊峰白山の越前側登拝口に開かれた白山信仰
の拠点寺院で1300
の拠点寺院で1300年近く前に泰澄により開かれました。
1300年近く前に泰澄により開かれました。
★国史跡白山平泉寺旧境内は、歴史探遊館まほろばから平
泉寺白山神社まで、案内人同行で約2
泉寺白山神社まで、案内人同行で約2時間ほど歩きます。
【コース】各地(5:30～6:00)ー
ー白山平泉寺旧境内(案内人同行参拝)—
ー大野市(昼食)—各地(18:00～18:30)

円

★ハイキング初級者 ◆歩行距離:約5キロ ◆所要:3.5時間
◆昼食:レストラン食 ◆入浴付 ◆案内人同行
※バスガイド乗務いたしません。

【出発日】9/5(火) 10/30(月)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★雪組公演(12/5)
雪組公演(12/5)
【コース】各地(5:10～5:40)—
1295
ー宝塚大劇場(観劇・昼食弁当・買物)—
兵庫日帰り
ー各地(19:10～19:40)
■11:00公演 ■S席
【出発日】9/12(火)宙組 10/26(木)星組

12/5(火)雪組

3287
福井日帰り

円

【代金】

★星組公演(10/26)
星組公演(10/26)

円

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×【代金】
■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

世界遺産

日光東照宮「陽明門」

紅葉の谷川岳ロープウェイ
堂ヶ島天窓洞&みかんの花咲く丘

巨大地下空間が凄すぎると話題!
日光金谷ホテルのランチ&鬼怒川温泉

志賀高原紅葉ドライブとエメラルドグリーンの湯釜
パワースポット榛名神社＆伊香保温泉

★国宝「陽明門」が昭和の修理以来44
★国宝「陽明門」が昭和の修理以来44年ぶりに本来の輝きを取り戻しました。
44年ぶりに本来の輝きを取り戻しました。
★大谷資料館の地下採掘場跡は、地下の巨大建造物を思わせる景観で圧巻。
★日本最古のクラシックリゾートホテル日光金谷ホテルで洋食ランチ。

★ロープウェイ山頂駅の天神平から、雄大な日本百名山「谷川岳」を一望。
★3年ぶりに草津白根山の立ち入り規制が緩和。火口湖の湯釜まで散策見学。
★関東屈指のパワースポット榛名神社。★山路智恵さんの作品約150
★関東屈指のパワースポット榛名神社。★山路智恵さんの作品約150点を展示
150点を展示

★天窓洞は、洞窟の中に天井から光の帯が海面まで差し込む神秘的な光景。
★平成27
★平成27年
27年7月世界文化遺産指定「韮山反射炉」★日本最長富士を望む吊橋。
★お泊りは、伊豆七島を一望して立つ、新鮮魚介料理が自慢の湯宿「浜の湯」

【コース】①各地(6:30～7:00)—足利市(昼食)—
ー大谷資料館(見学)—鬼怒川温泉(泊）
②ホテルー日光東照宮(参拝）ー日光金谷ホテル(昼食)—
ー富弘美術館(見学)—各地(20：30～21:00)

【コース】①各地(6:00～6:30)ー(志賀高原)—白根山湯釜(散策)—
ー長野原(昼食）—榛名神社（参拝）—伊香保温泉（泊）
②ホテルー谷川岳ロープウェイ（往復・展望）ー南魚沼(昼食・買物)—
ー山路智恵絵手紙美術館（見学）—各地(19：30～20:00)

【コース】①各地(5:30～6:00)—韮山反射炉（見学）—伊豆の国
パノラマパーク（昼食）—堂ヶ島洞くつめぐり遊覧船—稲取温泉(泊）
②ホテルー伊東市(みかんの花咲く丘の舞台でみかん狩り）ー
ー伊東（昼食）—三島スカイウォーク(見学)—各地(19：30～20:00)

【出発日】9/11～12(月火)満席 9/28～29(木金)
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】鬼怒川温泉ホテル

【出発日】10/11～12(水木)
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】伊香保温泉 ホテル天坊

【出発日】11/6～7(月火)
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】伊豆稲取温泉 食べるお宿浜の湯

【代金】お一人様

【代金】お一人様

円

4名1室

3295

【代金】お一人様

円

2名1室

円

4名1室

3321

3322

円

4名1室

栃木1
栃木1泊2日

3名1室

静岡1
静岡1泊2日

群馬1
群馬1泊2日

3名1室

円
3名1室

円

2名1室

円

円

2名1室

円

