平成30年1月26日発行

第76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。

稀代の女性アーティストたちが紡ぐ奇跡のステージが再び名古屋に！

京都のお花見人気ランキング第1位!

東京のお花見人気ランキング第1位2位!
★目黒川沿い約3.8
★目黒川沿い約3.8キロにわたる
3.8キロにわたる800
キロにわたる800本ものソメイヨシノの桜並木!
800本ものソメイヨシノの桜並木!
★桜の種類は都内随一!開花季節の異なる約65
★桜の種類は都内随一!開花季節の異なる約65種
65種1,100本の桜。
1,100本の桜。
★2017/9オープン!和と洋を融合した約
2017/9オープン!和と洋を融合した約40
オープン!和と洋を融合した約40種類のランチブッフェ。
40種類のランチブッフェ。

★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
分ける背割堤には、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
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。

【コース】各地(5:45～6:15)—新宿御苑(見学)—
—目黒川(桜並木散策)・・ホテル雅叙園東京(昼食)—
—各地(19:00～19:30)

【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)

【出発日】3/29(木) 4/1(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】4/4(水) 6(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】2/25(日)決定

3392

残り 20席

3385

円

【代金】

3383

円

【代金】

★2017年、全国各地で好評を博した伝説のコンサートが待望の開宴!
2017年、全国各地で好評を博した伝説のコンサートが待望の開宴!
★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
17:00開演 ■全席指定

【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×【代金】

円

京都日帰り

東京日帰り

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。
■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

ミュージカル界に革命を起こしたあの作品が再び!

仁和寺の御室桜
一目十万本!
★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)—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】4/13（金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★ 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。

【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)

【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)

【出発日】4/8（日) 9(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】4/16(月)決定

3372

円

【代金】

★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、おススメ御膳。
★東御市の有名チーズ工房にてケーキセットのティータイム。

3378

京都日帰り

★大井川鉄道沿線「家山」の桜は、約 280本の桜のトン
280 本の桜のトン
ネルが人気。SL
ネルが人気。SLと桜のトンネルの景色は見事。
SLと桜のトンネルの景色は見事。
★新金谷～家山駅まで30
★新金谷～家山駅まで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。
★世界一長い木造歩道橋。「とと姉ちゃん」にも登場!
【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(バイキング)—
ー蓬莱橋(見学)—各地(18:50～19:20)

★三井の晩鐘で有名。千本以上の桜咲く関西屈指の名所!
★レトロな外輪汽船で、1
★レトロな外輪汽船で、1時間の瀬田川リバークルーズ。
★開放的なオープンキッチン料理をバイキング形式で。

【コース】各地(5:30～6:00)—石山寺港～(瀬田川
リバークルーズ)～石山寺港—琵琶湖ホテル(昼食)ー
ー三井寺(参拝)—各地(18:15～18:45)
【出発日】4/4(水)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】3/31(土) 4/3(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】

円

【代金】

円

【代金】

3387
東京日帰り

静岡日帰り

※ガイド乗務いたしません。

★遅咲き桜として有名な琵琶湖汽船の海津大崎桜クルーズ
では、奥琵琶湖の湖上から約800
では、奥琵琶湖の湖上から約800本の桜並木をご覧いただ
800本の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。
★黒壁スクエアでガラス製品や小物類のお買い物。

【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—長浜黒壁スクエア
(昼食・散策)ー各地(17:30～18:00)
【出発日】4/13(金) 16(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円
3390

3381

※ガイド乗務いたしません。

根尾谷淡墨桜

3367
東京日帰り

三井寺の桜&

&ギネス認定

【出発日】3/30(金) 4/2(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

円

【代金】

【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)—
ー各地(19:15～19:45)

残り 12席

【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。

長野日帰り

■無料ご招待券利用不可

★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。
★自由時間を有効に使えるよう昼食付きのプランです。

■13時公演
13時公演 ■Ｓ席

3362

【代金】

円
滋賀日帰り

■無料ご招待券利用不可
※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

身延山久遠寺の枝垂れ桜

鈴鹿の森庭園しだれ梅

神代桜&山梨いちご狩り

いちご狩り＆奥田政行氏のイタリアンランチ

なばなの里
★日本さくらの名所100
★日本さくらの名所100選＆全国しだれ桜
100選＆全国しだれ桜10
選＆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。
★野菜が美味しい店認定店での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。

★日本三大桜。樹齢1,500
★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。
★日本三大仏の一つ。乾漆仏としては日本一の大きさ。
★旬な食材を使った、ホテルならではの多彩な料理。

【コース】各地(6:30～7:00)—
ー根尾谷淡墨桜(見物)—谷汲あられの里(買物)—
ー岐阜都ホテル(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)

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

【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:×

3375

3379

岐阜日帰り

山梨日帰り

★鈴鹿の森庭園は、日本中から集められたしだれ梅の名木
200本が匠の技で栽培され、見事な梅の花が咲く、昨今
200 本が匠の技で栽培され、見事な梅の花が咲く、昨今
人気急上昇中の梅の花の名所!
★有名シェフのイタリアンと有機肥料栽培のいちご狩り。

【コース】各地(6:30～7:00)—
ー鈴鹿の森庭園(しだれ梅まつり)—椿大神社(参拝)—
ーアクアイグニス(昼食・いちご狩り)—
ー各地(18:15～18:45)
【出発日】3/9(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

14(水)

【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】3/3(土) 10(土)
【食 事】朝:× 昼:パン 夕:×

3356

円

【代金】

3329

円

【代金】

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可

三重日帰り

【コース】各地(5:30～6:00)—高山市内
(高山祭・フリータイム4時間)—各地(18:30～19:00)
【出発日】4/14(土)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

★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ト。雑貨
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
350店が出店。
から服飾、食べ物など約
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!

【出発日】3/15(木)

R 350mの天望デッキへ。開業当初の
★東京スカイツリー○
350mの天望デッキへ。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)

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【出発日】3/9(金)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【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)

4/15(日)
5/15(火) 6/15(金)

2888

3377
円

円

【代金】
岐阜日帰り

京都日帰り

※ガイド乗務いたしません。

※ガイド乗務いたしません。

三重日帰り

※ガイド乗務いたしません。

フリータイム
★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。

【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誇
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～
★早春のなばなの里は、しだれ梅や河津桜で華やかです。
★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。

★世界のバラとガーデニングが持つ魅力の紹介とライフスタイルを
提案。約100
提案。約100万輪のバラの花と芳しい香が、ご来場の皆様をお迎
100万輪のバラの花と芳しい香が、ご来場の皆様をお迎
えする国内最大規模の祭典です。

【コース】各地(5:30～6:00)—
ーメットライフドーム(国際バラとガーデニングショウ見学)ー
ー飯能市(バイキング)ー各地(19:00～19:30)
【出発日】5/20(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3395
3281

【代金】
円
※ガイド乗務いたしません。

東京日帰り

【代金】
円
※ガイド乗務いたしません。

埼玉日帰り

＆伊良湖ビューホテルのバイキング
★渥美半島に春を告げる菜の花は、まるで黄色いじゅうたんの様に一面に咲きます。
★温暖な渥美半島で栽培された、あま～いイチゴの食べ放題。
★渥美半島の高台にあるホテルで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。

★熱いリクエストにお答えし、「びわ」の本場「南房総」まで『日帰り』で出かける遠大なコースです!
★明治42
42年から皇室へ毎年献上している初夏の味覚「房州びわ」。肉厚たっぷりな大粒の果実で
★明治
42年から皇室へ毎年献上している初夏の味覚「房州びわ」。肉厚たっぷりな大粒の果実で
みずみずしさが特徴です。ハウスびわの収穫期は５月。この時期だけの体験をお楽しみ下さい。

【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)—

【コース】各地(5:30～6:00)—南房総(びわ狩り・買物)—

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)

—富浦市(昼食・買物)—各地(21:00～21:30)

【出発日】3/4(日)

【出発日】5/20(日)

10(土) 21(水祝)
3349

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 【代金】

円

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 【代金】

愛知日帰り

※ガイド乗務いたしません。

円

3389
千葉日帰り

■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!

箱根つつじの庭園めぐり
★旧岩崎邸から引き継いだ庭園に30
★旧岩崎邸から引き継いだ庭園に30種
30種3,000株のツツジ!
3,000株のツツジ!
★仙石原のホテル花月園も赤白3,000
★仙石原のホテル花月園も赤白3,000株のつつじの名所。
3,000株のつつじの名所。
★芦ノ湖と富士山を望む、箱根ホテルのランチブッフェ。

【コース】各地(5:30～6:00)ー
ー小田急山のホテル(見学)ー
ー箱根ホテル(昼食)—大涌谷(見学・買物)ー
ーホテル花月園(見学)ー各地(19:00～19:30)
【出発日】5/13(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【コース】各地(5:45～6:15)ー
ー富士本栖湖リゾート(富士芝桜まつり)—
—静岡県富士山世界遺産センター(見学)・・
・・富士山本宮浅間大社(参拝)—富士宮市(昼食)—
—フジヤマリゾートぐりんぱ(天空のチューリップ祭り)ー
ー各地(18:45～19:15)

【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)—
ー各地(18:15～18:30)
このコースは、「駒ヶ根IC」「飯田駅前」でのご乗車はいただけません。
【出発日】2/10(土)決定

【代金】

円

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3350
三重日帰り

※ガイド乗務いたしません。

活魚好きが集う宿 の
3396

円

静岡日帰り

■無料招待券利用不可

■無料招待券利用不可

25(日)決定

円

【代金】

【出発日】5/12(土) 14(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3394
【代金】

★富士山を彩る150
★富士山を彩る150品種
150品種21
品種21万本の広大なチューリップ畑。
21万本の広大なチューリップ畑。
★首都圏最大級約80
80万株の芝桜!富士山とのコントラストが美しい
★首都圏最大級約
80万株の芝桜!富士山とのコントラストが美しい
★2017年
2017年12月、富士宮市にオープン!富士山を望む展示施設。
12月、富士宮市にオープン!富士山を望む展示施設。

★三重県浦村町は、川と海の水が混ざり合い栄養分が豊富な生浦湾があり、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
★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個
が付くかきづくしのお料理です。調味料も持ち込み可能ですのでお好みの味付けをお楽しみ下さい。

★地場鮮魚を掲げる「活魚好きが集う宿」として人気の食事処。
★旬の素材を凝縮した、知多地場を味わう活魚づくしの料理。
【コース】各地(7:30～8:00)ーえびせんべいの里(見学・買物)ー

ー南知多(昼食)—海産物の買物ーめんたいパークとこなめ(見学・買物)ー各地(18:15～18:45)

新倉山浅間公園
【出発日】3/3(土)

27(火)

【食事】朝:× 昼:○ 夕:×

3341
愛知日帰り

円

【代金】
★富士山と五重塔と桜を一度に堪能できる絶景スポット!
※398段の上り階段を含め、片道
398段の上り階段を含め、片道30
段の上り階段を含め、片道30分程歩きます。
30分程歩きます。
★富士山と湖と桜の名所、河口湖北岸エリアの散策。
★富士山と山中湖の大自然を陸と水上から五感で体験。

★日本最大級!350
★日本最大級!350種、
350種、9,100
種、9,100株の色鮮やかなぼたん園。
9,100株の色鮮やかなぼたん園。
★青梅市の花と歴史の寺のつつじは20
★青梅市の花と歴史の寺のつつじは 20種
20 種 2 万本。すり鉢
状の境内から見渡す広大なつつじの絶景は圧巻!
★奥武蔵の景色を眺めながら季節のグルメをバイキング!

■無料ご招待券利用不可

桑名名物

※ガイド乗務いたしません。

＆木曽三川公園チューリップ祭

【コース】各地(6:00～6:30)ー
【コース】各地(5:30～6:00)ー
ー下吉田駅・・新倉山浅間公園(桜まつり)・・下吉田駅—
ー河口湖円形ホール湖畔沿い(桜見物)ー
—河口湖町(バイキング)—山中湖(水陸両用バス)ー
ー桔梗屋(買物)—各地(18：45～19:15)
【出発日】4/13(金) 15(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×
3391

ー東松山ぼたん園(見学)—箭弓稲荷神社(見学)ー
—飯能市(昼食)—塩船観音寺(見学)ー
ー各地(19:00～19:30)
【出発日】4/26(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×
3393

★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をはじめとした
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。★清洲城さくらまつりも開催中!
★109品種
109品種21
品種21万
21万5千球のチューリップは、まるで絵画のような大花壇です。

【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)ー
ー桑名市(昼食)ー各地(17:45～18:15)
【出発日】4/1(日)

3(火)

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3373
埼玉日帰り

山梨日帰り

【代金】
【代金】

円

円

【代金】

円

■無料ご招待券利用不可

※ガイド乗務いたしません。

三重日帰り

箱根･宮ノ下富士屋ホテル
★国際色豊かでバラエティ溢れるお料理が人気のブッフェ!
★世界の蘭の祭典、今年のテーマは「楽園・南国・熱帯」
【コース】各地(6:50～7:20)ー
ーヒルトン東京(昼食)ー東京ドーム（世界らん展日本大賞)ー
ー(車中夕食弁当)ー各地(19:30～20:00)
【出発日】2/20(火)

★今回のお寿司屋さんは、食が細い人でも色々なネタをたくさん食
べられるように、シャリの量を少なく握ってくれるのが特徴。
★新鮮なネタを使用した焼津のお寿司を30
★新鮮なネタを使用した焼津のお寿司を30貫ご堪能下さい。
30貫ご堪能下さい。

【コース】各地(6:30～7:00)ー焼津(昼食）ー
ー焼津さかなセンター(買物)ー
ー富士山本宮浅間大社(参拝)ー各地(19:00～19:30)

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

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:○

【代金】

【出発日】2/23(金) 3/25(日)
【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。

【出発日】3/22(木) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3366

3327

東京日帰り

静岡日帰り

【代金】

★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、
創業当時から代々受け継がれてきたフランス料理をご堪能ください。
★富士屋ホテルは、2018
★富士屋ホテルは、2018年
2018年4月から耐震補強･改修工事に着工。改修前のラストチャンスです。

円

3384

円

【代金】

早春の

ウォーキング
★旧東海道の宿場町の中で唯一、往時の面影を伝える
歴史的な町並みが残る「関宿」。
★地元案内人と巡る、比較的歩かないウォーキングです。
【コース】各地(6:00～6:30)—
—関宿旅籠玉屋歴史資料館・・関まちなみ資料館・・関地蔵院ー
ー関市(昼食)ー椿大神社(参拝)—各地(18:15～18:45)
【出発日】2/22(木)決定【食
事】朝:○ 昼:○ 夕:×
決定

★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300
ツ星に認定された年間登山者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!

【代金】
円
★ハイキング初級者
★歩行距離:2.5キロ・所要:2.5時間
■昼食:レストラン食
■現地案内人同行
※ガイド乗務いたしません。

【代金】

【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)

★日本の滝百選・名水百選・養老孝子伝説の養老の滝を目指します。
養老公園入口から養老の滝付近まで桜並木が続く散策路もあります。
★CMで話題になった岐阜の観光スポット「養老天命反転地」と
CMで話題になった岐阜の観光スポット「養老天命反転地」と
「岐阜大仏」も訪れます。

【コース】各地(6:45～7:15)ー養老の滝(ハイキング)・・
・・養老天命反転地(見学)—養老町(昼食)—
ー岐阜大仏正法寺(参拝）—各地(18:00～18:30)

【出発日】3/20(火) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×
【出発日】4/5(木)【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3370

東京国立博物館
～

～ 国宝秘仏や本尊を含む70体が一堂に!

京都・仁和寺 ・薬師如来坐像===白檀を精緻に彫刻し、金箔で細やかな文様を施す。
・江戸時代に再建され、一般には非公開の観音堂を展示室に再現!
大阪・葛井寺 ・千手観音菩薩坐像===天平彫刻の最高傑作の１つ。優美な表情、
均整の取れた体や衣、合掌した手を中心に千の手が広がる見事な像。
大阪・道明寺 ・十一面観音菩薩立像===美しい衣を刻む平安初期の木像の傑作。
福井・中山寺 ・馬頭観音菩薩坐像===鎌倉時代の名品、鮮やかな彩色。

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

★★ハイキング中級者
★歩行距離:5キロ・所要:4.５時間
■昼食:精進料理 ■ケーブル代込み
■無料ご招待券利用不可
※ガイド乗務いたしません。

3374
東京日帰り

円

★ハイキング初級者
★歩行距離:4キロ・所要:2.5時間
■昼食:レストラン食 ■入場料込み
※ガイド乗務いたしません。

3399

【コース】各地(5:30～6:00)ー東京国立博物館平成館(見学)・・
・・上野恩賜公園(自由食・自由散策)ー(車中夕食弁当)ー各地(19:00～19:30)
【出発日】3/6(火) 【食 事】朝:○ 昼:×夕:○
3388

岐阜日帰り

東京日帰り

円

【代金】

※ガイド乗務いたしません

Ｓ席
ダイハツ キュリオス東京公演
★月組公演(3/6)
月組公演(3/6)
★2014年の開幕以来、
2014年の開幕以来、280
年の開幕以来、280万人を超える人々を魅了!
280万人を超える人々を魅了!
★珠玉のサーカス・エンターテイメント。「キュリオス」は、「好奇
心」「骨董品」という意味を持つシルク独自の言葉。

《主演》珠城りょう、愛希れいか

【コース】各地(5:30～6:00)ーお台場(自由散策・自由食)・・
・・お台場ビッグトップ(観劇)ー各地(19：15～19:45)
■12時
12時30分公演
30分公演 ■SS席
SS席
3/17(土)
【出発日】2/20(火)

★星組公演(5/8)
★星組公演(5/8)

3/24(土)

★宙組公演(3/27)
★宙組公演(3/27)
《主演》真風涼帆、星風まどか、芹香斗亜

《主演》紅ゆずる、綺咲愛里、礼 真琴
【コース】各地(5:10～5:40)—
ー宝塚大劇場(観劇・昼食弁当・買物)—各地(19:10～19:40)
■11:00公演
11:00公演 ■S席
【出発日】3/6(火)月組 3/27(火)宙組 5/8(火)星組

【食事】朝:○ 昼:× 夕:×

3333
【代金】

円

【代金】
円
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

1295

東京日帰り

兵庫日帰り

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

★本場三崎のマグロづくし料理をご堪能ください。
★平成の大改修で美しく生まれ変わった小田原城の天守閣は必見!
★三浦海岸の河津桜祭りは約1,000
★三浦海岸の河津桜祭りは約1,000本の河津桜と菜の花が見事。
1,000本の河津桜と菜の花が見事。
【コース】①各地(6:00～6:30)—三崎(昼食)—
ー三浦海岸(河津桜まつり見学)ー横浜(泊・自由夕食)
②ホテル—鶴岡八幡宮(参拝)・・小町通り(散策)—小田原(昼食)—
ー小田原城(見学)—鈴廣かまぼこの里(買物)—各地(20:30～21:00)
【出発日】2/26～27(月火)決定
決定【食 事】朝:２ 昼:２ 夕:×

【宿泊】横浜桜木町ワシントンホテル
【代金】お一人様 2名1室
円
1名1室
円

★日本三名園!約
★日本三名園!約100品種
100品種3,000
品種3,000本もの梅が可憐に咲き誇ります。
3,000本もの梅が可憐に咲き誇ります。
★脂肪が少なくコラーゲンたっぷりのあんこう鍋は絶品です。
★ハワイアンズのフラガールショーの見学や話題の水族館の見学!
【コース】①各地(5:30～6:00)—栃木蔵の街（見学・散策）・・
・・栃木(昼食）ーアクアマリンふくしま（見学）—ハワイアンズ(泊）
②ホテルーいわき・ら・らミュウ(買物）ー水戸（昼食）—
ー水戸偕楽園(梅まつり見学)—各地(20：30～21:00)
【出発日】3/13～14(火水)催行予定
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】スパリゾートハワイアンズ
【代金】お一人様 4名1室

円

3名1室

円

2名1室

円

3363

3361

世界が認めた花の名所!一度は見ておきたい花絶景!

日光東照宮「国宝陽明門」

立山・雪の大谷
大谷資料館&鬼怒川温泉

富山湾の宝石白えび＆金沢満喫
★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
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
有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
ー富山市内(泊・自由夕食)
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】5/29～30(火水)
【食事】
【宿泊】

★アメリカCNN
★アメリカCNNが選んだ、世界の夢の旅行先
CNNが選んだ、世界の夢の旅行先10
が選んだ、世界の夢の旅行先10ヶ所にランクイン!
10ヶ所にランクイン!
★海外からも絶賛される日本の絶景!天国のようなネモフィラ畑。
★樹齢800
★樹齢800年を超える高さ
800年を超える高さ5m
年を超える高さ5mのヤマツツジの巨樹群が見事。
5mのヤマツツジの巨樹群が見事。
【コース】①各地(5:30～6:00)—あしかがフラワーパーク(藤)ー
ー佐野市(昼食)—館林市つつじが岡公園(つつじ)ー大洗(泊)
②ホテルー国営ひたち海浜公園(ネモフィラ)ー水戸市(昼食)—
ー海産物の買物ー各地(21:00～21:30)

★日光東照宮陽明門は、約40
★日光東照宮陽明門は、約40年ぶりの大修理を終え、色彩鮮やかによ
40年ぶりの大修理を終え、色彩鮮やかによ
みがえった至宝が公開されています。
★大谷資料館の地下採掘場跡は、地下神殿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!
★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!
【コース】①各地(6:30～7:00)—太田市(昼食)ー大谷資料館(見学)ー
—大谷寺(参拝)—鬼怒川温泉(泊)
②ホテルー日光東照宮(案内人付見学)ー日光金谷ホテル(昼食)—
ー華厳の滝(見学)ー各地(21:15～21:45)

3398
【出発日】5/8～9(火水)
【食事】朝:2 昼:2 夕:1【宿泊】大洗シーサイドホテル

【代金】お一人様 4名1室

円
【代金】お一人様 4名1室

【代金】お一人様 2名1室

円

3名1室

円 2名1室

3397

【出発日】6/11～12(月火)
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】鬼怒川温泉ホテル

円

円
3名1室

円 2名1室

円

★大河ドラマファン必見！NHKスタジオパークでは今年の大河ドラマ西郷どん展が開催中。
★六本木ヒルズは高さ250mの屋内展望回廊と270ｍの屋外展望回廊から東京の大パノラマを体感。
★ご昼食は和洋中約60種類のバライティー豊かなメニューのランチバイキング。

【出発日】 2/23(金)・3/4(日)・23(金)
【ご旅行代金】
【コース】

円

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

■無料ご招待券利用不可

3400東京日帰り
3400東京日帰り

各地発(5:30
各地発(5:30～
(5:30～6:00)—
6:00)—NHKスタジオパーク
NHKスタジオパーク(
スタジオパーク(見学)
見学)－
—六本木ヒルズ(
—六本木ヒルズ(東京シティービュー・森美術館見学)
東京シティービュー・森美術館見学)—
—東京プリンスホテル(
—東京プリンスホテル(ランチブッフェ)
ランチブッフェ)—各地着(18:50
—各地着(18:50～
(18:50～19:20)
※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

★鶴岡八幡宮の駐車場を起点に約4.5時間のフリータイム。ご自由に鎌倉の町並みをお楽しみ下さい。
★当日は、鎌倉の過ごし方のご案内や散策マップ等をお配りさせていただきますので初めての方も安心。

【出発日】 2/23(金)・3/14(水)・21(水祝)
【ご旅行代金】

【食事】朝:○ 昼:× 夕:×
円 ※ガイド乗務いたしません。

【コース】
各地発(5:30
各地発(5:30～
(5:30～6:00)—鶴岡八幡宮
6:00)—鶴岡八幡宮(
—鶴岡八幡宮(鎌倉フリータイム4.5
鎌倉フリータイム4.5時間
4.5時間)
時間)—
—各地着(19:00
—各地着(19:00～
(19:00～19:30)
※イメージ

