★高山に春の訪れを告げる山王祭は、日枝神社(山王様)の例祭。
★12台の屋台が登場。うち
12台の屋台が登場。うち3
台の屋台が登場。うち3台がからくり奉納を行います。
★たっぷり4
★たっぷり4時間のフリータイムでお楽しみ下さい。

【コース】各地(5:30～6:00)—
ー高山市内(高山祭自由見学・自由食)—各地(18:30～19:00)
【出発日】4/14(土)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

★このライブは、中島みゆきを敬愛する女性アーティストたちによる、
中島みゆきの名曲だけで構成されたコンサートです。
日本を代表する女性表現者たちが、中島みゆきの名曲を披露します。
★出演者:クミコ/研ナオコ/島津亜矢/中村 中/新妻聖子(五十音順)
※中島みゆきさんの出演はございません。

【コース】各地(11:45～12:15)—
ー瑞穂区(昼食)—日本特殊陶業市民会館フォレストホール
(中島みゆきリスペクトライブ2018)—各地(22:45～23:15)
■17:00開演 ■全席指定
【出発日】2/25(日)決定【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×

【代金】

3383

3377

円

円

【代金】

愛知日帰り

岐阜日帰り

今年もももも残残残残すところ、、、、あと僅僅僅僅かとなりまし
たたたた。。。。寒寒寒寒いいいい日日日日がががが続続続続きますが、、、、皆様、、、、変変変変わりな
くお過過過過ごしでしょうか。。。。
さて、、、、今回のチラシは、、、、春春春春のののの「「「「はーとべ
るるるる推奨コース」」」」のご案内です。。。。
おおおお花見ツアーを中心にににに、、、、話題のスポット
やグルメ企画など、、、、スタッフが厳選しまし
たたたた、、、、いち押押押押しコースばかりでございます。。。。
どうぞご検討下さいませ。。。。
尚尚尚尚、、、、ごごごご予約のののの受付はははは、、、、恐恐恐恐れれれれ入入入入りますが、、、、
新年１１１１月月月月５５５５日日日日からとさせていただきます。。。。
ごごごご了承くださいませ。。。。
では、、、、今年一年のご愛顧にににに感謝致します
ととも、、、、来来来来るるるる年年年年もどうぞよろしくお願願願願いいいい申申申申
しししし上上上上げます。。。。平成二十九年十二月吉日
はーとべるツアースタッフ一同

稀代の女性アーティストが中島みゆきの名曲を紡ぐ奇跡の一夜

飛騨高山に春の訪れを告げる「山王祭」

2017/12

※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。

カキの本場ならではの贅沢!《蒸しかき&焼きかき》

箱根 宮ノ下
メインダイニングルームのフランス料理
★昭和5
★昭和 5 年建築の登録有形文化財のレストラン、メインダイニング
ルーム「ザ・フジヤ」にてコースランチをご堪能ください。
★2018年
2018年4月の耐震補強･改修工事の着工前のラストチャンスです。

★創業170
★創業170年余り、桑名で一番の老舗にて、桑名名物の焼きはまぐり
170年余り、桑名で一番の老舗にて、桑名名物の焼きはまぐり
をはじめとした「蛤づくし料理」をご堪能下さい。
★109品種
109品種21
品種21万
21万5千球のチューリップのまるで絵画のような大花壇!

【コース】各地(6:30～7:00)—えびせんべいの里(買物)—
—富士屋ホテル(昼食)—大涌谷(散策・買物)ー
ー鈴廣かまぼこ(買物)ー各地(19:00～19:30)

【コース】各地(7:00～7:30)—清洲城(見学)—
ー国営木曽三川公園(チューリップ祭見学)ー
ー桑名市(昼食)ー各地(17:45～18:15)

【出発日】3/22(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】4/1(日) 3(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

【コース】各地(6:00～6:15)—浦村かき小屋(昼食)—
—伊勢神宮内宮・おかげ横丁(参拝・買物)—各地(18:15～18:30)
【出発日】2/10(土)催行予定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

25(日)
3350

【代金】
3373

3384

【代金】

★三重県浦村は、川と海の栄養分が豊富な牡蠣の養殖に最適な環境。
★今年の昼食メニューは、蒸しかき＋焼きかきの食べ放題と、かきご
飯、かきの味噌汁、かきフライ3
飯、かきの味噌汁、かきフライ3個が付くかきづくしのお料理です。

円

三重日帰り

※ガイド乗務いたしません。

円

【代金】

三重日帰り

■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 ※ガイド乗務いたしません。

イメージ

早春の

ハイキング
富山湾の宝石白えび＆金沢満喫

高尾山薬王院の精進料理

四賀福寿草まつり
★近年外国人観光客にも人気の、温泉に入るニホンザルが見られるこ
とで有名な地獄谷野猿公苑。※往復1時間30分程歩きます。
とで有名な地獄谷野猿公苑。
★数十万株が自生し大群生を形成する、日本随一の福寿草群生地。

【コース】各地(5:30～6:00)—地獄谷野猿公苑(見学)—
—小布施(昼食・買物)—四賀地区赤怒田福寿草群生地(散策)ー
ー各地(18:15～18:45)

★ミシュラン3
★ミシュラン3ツ星に認定された年間登山者数300
ツ星に認定された年間登山者数300万人の人気の山。
300万人の人気の山。
★リクエストにお答えし、高尾山薬王院にて精進料理の昼食を用意!
■ハイキング中級者 ■歩行距離:5
■歩行距離:5キロ 所要:4.5
所要:4.5時間
4.5時間

【コース】各地(5:30～6:00)ー高尾山P・・清滝駅>>
>>高尾山駅・・高尾山さる園・野草園・・高尾山山頂・・
・・高尾山薬王院(昼食)・・高尾山Pー各地(18:30～19:00)

>

★標高2,450m
★標高2,450mの立山室堂平まで往復当社バスにて運行。世界でも有
2,450mの立山室堂平まで往復当社バスにて運行。世界でも有
数の豪雪地帯の高さ20m
数の豪雪地帯の高さ20mにも迫る巨大な雪の壁を体験下さい。
20mにも迫る巨大な雪の壁を体験下さい。
★昼食:①ホテルバイキング ②富山湾の宝石と呼ばれる白えび料理。
【コース】①各地(5:45～6:15)—金沢21世紀美術館(見学)ー
ー金沢市内(昼食)—兼六園(見学)ーひがし茶屋街(散策)ー富山市内(泊)
②ホテルー(立山有料)ー立山室堂(立山・雪の大谷)ー(立山有料)ー
ー射水市(昼食)ー海産物の買物ー各地(20:15～20:45)

3386
【出発日】3/20(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】3/14(水)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】5/29～30(火水)
【食事】
【宿泊】

3374

【代金】

円

長野日帰り

【代金】

東京日帰り

円
■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

【代金】2名1室利用 お一人様

円

日本三大桜

&山梨

岐阜大仏

★皇居周辺は、皇居外苑・外周、北の丸公園、千鳥ヶ淵など、都内で
も有数の桜名所です。ソメイヨシノをはじめ沢山の桜たちが競うよう
に咲き誇ります。約3
に咲き誇ります。約3時間のフリータイムでお楽しみ下さい。
★限られた自由時間を有効に使えますよう、昼食付きのプランです。

★日本さくらの名所100
★日本さくらの名所100選。樹齢
100選。樹齢400
選。樹齢400年の桜は全国しだれ桜
400年の桜は全国しだれ桜10
年の桜は全国しだれ桜10選。
10選。
★日本三大桜・日本初の天然記念物指定。樹齢1,800
★日本三大桜・日本初の天然記念物指定。樹齢1,800年のエドヒガン
1,800年のエドヒガン
★残留農薬ゼロ・練乳不要の甘さがこだわりのイチゴ園。
★山梨県産の旬野菜を中心とした、和洋折衷のランチビュッフェ。

【コース】各地(6:00～6:30)—皇居外苑(昼食)・・
・・皇居外苑(3時間フリータイム)—各地(19:15～19:45)

【コース】各地(6:15～6:45)—身延山久遠寺(枝垂れ桜)—
—甲府市(昼食)—中央市(いちご狩り)—実相寺(神代桜)ー
—各地(18:30～19:00)

【コース】各地(6:30～7:00)—根尾谷淡墨桜(見物)—
—谷汲あられの里(買物)—岐阜都ホテル(バイキング)—
ー岐阜大仏正法寺(参拝)—岐阜善光寺(参拝)ー
ー各地(18:15～18:45)

【出発日】3/30(金) 4/2(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】4/7(土) 9(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】3/30(金) 4/2(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】

円

3387

3379

東京日帰り

山梨日帰り

※ガイド乗務いたしません。

【代金】

円

★国の天然記念物指定・日本三大桜。樹齢1,500
★国の天然記念物指定・日本三大桜。樹齢1,500年あまりの巨木。
1,500年あまりの巨木。
★只今話題!日本三大仏の一つ。乾漆仏としては日本一の大きさ。
★旬な食材を贅沢に使った、ホテルでしか味わえない多彩な料理。

3375
岐阜日帰り

【代金】

円

ジャイアントパンダ「シャンシャン」公開で大賑わい!

びわ湖

の桜クルーズ

★大井川鉄道沿線「家山」の桜は、約280
★大井川鉄道沿線「家山」の桜は、約280本の桜のトンネルが人気。
280本の桜のトンネルが人気。
★新金谷～家山駅まで、約30
★新金谷～家山駅まで、約30分の郷愁あふれる
30分の郷愁あふれるSL
分の郷愁あふれるSL列車の旅。
SL列車の旅。
★ギネス認定！世界一長い木造歩道橋。「とと姉ちゃん」にも登場!

★日本のさくら名所100
★日本のさくら名所100選。約
100 選。約800
選。約800本の華麗なソメイヨシノが、琵
800 本の華麗なソメイヨシノが、琵
琶湖湖岸、約４キロにわたり桜のトンネルをつくります。
★琵琶湖汽船の桜クルーズでは、奥琵琶湖の湖上から桜並木をご覧い
ただけます。湖岸に上陸して散策の時間もあります。
★ガラスの街長浜黒壁スクエアではガラス製品や小物類のお買い物。

【コース】各地(5:30～6:00)—上野動物園(見学)・・
・・上野恩賜公園界隈(自由散策・自由食)ー各地(19:00～19:30)

【コース】各地(6:15～6:45)—新金谷駅++(大井川鉄道SL)++
++家山駅・・家山桜並木(散策)—川根町(ランチバイキング)—
—蓬莱橋(見学)—各地(18:50～19:20)

【コース】各地(5:45～6:15)—長浜港～(琵琶湖汽船/
海津大崎桜クルーズ)～長浜港—長浜(昼食)・・
・・長浜黒壁スクエア(散策・買物)—各地(17:30～18:00)

【出発日】3/23(金) 25(日)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:○車中弁当

【出発日】3/31(土) 4/3(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】4/13(金) 15(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★上野動物園は、入園券付きの自由見学となります。
※人気のジャイアントパンダ「シンシン」と「シャンシャン」の観覧につきま
しては、2018
しては、2018年
2018年2月以降も、事前申込・抽選制となる場合があります。
この場合、パンダ観覧の予約をご希望の方は、個人にて手続き下さいませ。
★公園内には、国立西洋美術館・上野の森美術館・国立科学博物館・東京国立
博物館等、魅力的な美術館・博物館(別途有料)もあります。

ギネス認定

3381

3376

【代金】

円

【代金】

円

※ガイド乗務いたしません。

3362

【代金】

円

静岡日帰り

東京日帰り

※ガイド乗務いたしません。

滋賀日帰り

■無料ご招待券利用不可

京都のお花見人気ランキング第1位!

仁和寺の御室桜
一目十万本!
★京都のお花見スポット人気ランキング第１位!木津川と宇治川を分け
る背割堤には、約250
る背割堤には、約250本のソメイヨシノの桜並木が
250本のソメイヨシノの桜並木が1.4
本のソメイヨシノの桜並木が1.4キロにもわた
1.4キロにもわた
り続きます。桜トンネルの光景は圧巻です。
★京弁当の昼食後、十円硬貨でも有名な世界遺産平等院拝観。

★京都で一番遅咲きの桜として江戸時代から親しまれている御室桜。
★国の名勝指定、池泉回遊式の庭園「神苑」に咲く紅しだれ桜。
★昼食は、ホテルレストランにて湯豆腐定食。

【コース】各地(5:30～6:00)—淀川河川公園背割堤地区(桜
並木散策)—宇治(昼食)・・平等院(参拝)—各地(18:15～18:45)

【コース】各地(5:30～6:00)—仁和寺(御室桜)—岡崎(昼食)—
ー平安神宮神苑(紅枝垂れ桜)ー各地(18:15～18:45)

【出発日】4/4(水) 6(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】4/13（金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3385

【代金】

円

【代金】

京都日帰り

【コース】各地(6:45～7:15)—あんずの里(あんずの花見)—
ー佐久市(昼食)—アトリエ・ド・フロマージュ(ティータイム・買物)ー
ー上田城址公園(桜まつり)ー各地(18:45～19:15)
【出発日】4/8（日) 9(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

3372

3378

京都日帰り

■無料ご招待券利用不可
■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

★名将真田昌幸が築城した上田城跡を千本もの桜が埋めつくします。
★一目10
★一目10万本といわれる花が、日本一のあんずの里を彩ります。
10万本といわれる花が、日本一のあんずの里を彩ります。
★鮮度抜群の海鮮料理が味わえるお店の、おすすめ御膳。
★東御市のチーズ工房にてティータイム。

長野日帰り

【代金】

円

◎掲載コースの、お申し込みのご案内・旅行条件は、季刊発行の本チラシに順じます。

