平成30年3月31日発行

第77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。

母の日謝恩企画!ちょっぴりプレゼント付
東京プリンスホテルのランチブッフェ
★生まれかわった250m
★生まれかわった250mの東京タワー特別展望台が、本年
250mの東京タワー特別展望台が、本年3
の東京タワー特別展望台が、本年3月グラン
ドオープン！事前予約制の体験型展望ツアーへ、いち早く出かけま
しょう。人気のローストビーフをはじめ和洋中メニューの食べ放題も!

【コース】各地(5:30～6:00)—
ー皇居二重橋(見学)—東京タワー(トップデッキツアー)ー
ー東京プリンスホテル(昼食:ブッフェ)—各地(19:00～19:30)
【出発日】6/4(月) 26(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★いつも頑張っているお母さんへ！ありがとうの気持ちを込めてご案
内します。仕事も家事も忘れてリフレッシュ!
★ちょっぴりプレゼント①カーネーション１本 ②信州フルーツラン
ド特製ホールパイ(５号サイズ) ③小布施５種食べ歩きチケット

【コース】各地(6:30～7:00)—高橋まゆみ人形館(見学)ー
—農産物産館(買物)ー信州フルーツランド(昼食:和食・買物)ー
—小布施(食べ歩き)ー各地(17:45～18:15)

【コース】各地(8:30～9:00)—(車中昼食:弁当)ー
ーエコパアリーナ(観覧)—(車中夕食)ー各地(21:15～21:45)

【出発日】5/13(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】6/30(土)決定

■14:00時公演
14:00時公演 ■ＳS
■ＳS席

21(月) 26(土)

3423

3412

東京日帰り

長野日帰り

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可

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。

円

【代金】

3416
静岡日帰り

金シャチ横丁&大須商店街
★とにかく美味しいものをお腹いっぱい食べたいあなたへ!話題の築地
直送お刺身食べ放題&浅草で話題の下町天丼をお召し上がり下さい。
★テレビニュースなどでも見かける日本経済の中心「東証」見学!

★今回の飛騨高山へのメインの目的は、飛騨牛を焼肉で食べ放題のお
食事です。特上カルビ、ハラミ、牛タン、牛レバー等様々な種類の食
べ放題。お肉大好きな食いしんぼさんにピッタリなコースです。

★「有名観光地はもう大体行ったことがある」というあなたへ。まだ
まだ近場でも話題性のある場所があるんですよ。新名所金シャチ横丁
の散策&大須商店街で見つけた有名ピザ屋さんのランチで非日常体験!

【コース】各地(5:30～6:00)—
ー東証Arrows(見学)—馬喰町(昼食:①お刺身食べ放題)—
ー浅草(散策・昼食:②天丼)ー各地(19:15～19:45)

【コース】各地(6:30～7:00)—高山陣屋(見学)・・飛騨高山古い
町並み(散策)—高山市内(昼食:焼肉)ー各地(18:30～19:00)

【コース】各地(7:15～7:45)—
ー名古屋城(本丸御殿)・・金シャチ横丁(散策・買物)—
ー大須商店街(昼食:ナポリ料理・買物)ー各地(17:45～18:15)

【出発日】5/9（水)
【食 事】朝:○ 昼:② 夕:×

【出発日】5/26（土) 6/25(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

6/7(木)
3410
東京日帰り

■無料ご招待券利用不可

円

【代金】

【出発日】6/17(日)
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×

円

【代金】

3418

3415

岐阜日帰り

愛知日帰り

※ガイド乗務いたしません。

円

【代金】

英国ライフスタイルの祭典&苔の森で心のリフレッシュ!

一度見てみて!SNSで話題!関市「モネの池」

蓼科高原
小田急山のホテル&ホテル花月園つつじ園

花フェスタ
吉永小百合さんのCMでも話題!

デザイナーズホテルで味わうモダンなランチブッフェ
ユニークな外観が話題!多治見モザイクタイルミュージアム
★蓼科高原にオールドローズが咲く頃、5
★蓼科高原にオールドローズが咲く頃、5日間限定で開催
されるバラクラフラワーショー!多くの女性を魅了する英
国庭園で過ごすひと時と、今話題の神秘的な池と苔の森
の散策で心と体のリフレッシュ。

【コース】各地(6:30～7:00)—
ー白駒池(散策)ー小海町(昼食:洋食)ー
ー蓼科高原バラクライングリッシュガーデン(見学)ー
ートコロテラス(買物)ー各地(18:00～18:30)

★異国情緒あふれる港町の町並みや横浜市の花である色と
りどりのバラの花が楽しめます。お昼は地中海風料理を
ブッフェスタイルでどうぞ!

【コース】各地(6:00～6:30)—横浜赤レンガ倉庫
(昼食:ビュッフェ・見学)—横浜イングリッシュガーデン
(見学)ー港の見える丘公園(ローズガーデン)ー
ー各地(19:50～20:20)
【出発日】5/28(月) 30(水)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】6/24(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【コース】各地(6:45～7:15)—モネの池(見学)ー
ー美濃市(昼食:和食)ー花フェスタ記念公園(見学)ー
ー多治見モザイクタイルミュージアム(見学)ー
ー各地(18:30～19:00)

3405

3409

【コース】各地(5:30～6:00)—
ー小田急山のホテル(つつじ庭園)—
ー箱根ホテル(昼食:ブッフェ)ー大涌谷(見学)ー
ーホテル花月園(つつじ園)ー各地(19:00～19:30)

3406

円

【代金】

★ 5 月の箱根の風物詩はツツジの花!旧岩崎邸から引き継い
だ庭園に30
だ庭園に 30種
30 種 3 千株のツツジの山のホテル、そして赤白3
千株のツツジの山のホテル、そして赤白 3
千株のつつじの名所、仙石原のホテル花月園を訪ねます。

【出発日】5/13(日)決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】5/27(日) 29(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3394

【代金】

長野日帰り

【代金】

円

【代金】

★多くのバラにたっぷりと癒されたい方。そしてお友達
にちょっと自慢できる、岐阜県の話題のインスタ映えス
ポットを見たいあなたにおススメです!

円

円

岐阜日帰り

■無料ご招待券利用不可

■無料ご招待券利用不可

世界のアートシーンを牽引し続ける前衛芸術家!

クレマチスの丘
★クレマチスの丘では初夏を代表する人気の花クレマチス
が咲き誇り特に5
が咲き誇り特に 5 月、6
月、6 月は見頃の時期です。ヴァンジ彫
刻庭園美術館のアート作品と共にお楽しみ下さい。

【コース】各地(6:00～6:30)—クレマチスの丘
(クレマチスガーデン・ヴァンジ彫刻庭園美術館)—
ー沼津市(昼食:和食)—ひものセンター(買物)ー
ー静岡県立富士山世界遺産センター(見学)—
ー各地(18:45～19:15)
【出発日】5/31(木) 6/6(水)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

【代金】

★一目 70 万株の湯の丸高原のレンゲツツジ群落の散策
と、100
と、100 歳を超えてなお、新たな表現に挑戦し続ける、
篠田桃紅展の見学。東信地方の花とアートを巡る旅です!

【コース】各地(6:15～6:45)—湯の丸高原(リフト・
レンゲツツジ群落)ーアトリエ・ド・フロマージュ(買物)ー
ー佐久市(昼食:和食)—丸山珈琲小諸店(買物)—
ーサントミューゼ上田市立美術館(見学)ー
—各地(18:30～19:00)
【出発日】6/27(水) 29(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3422
静岡日帰り

★最近よくCM
★最近よく CMが流れていますね。松本市出身の前衛芸術
CMが流れていますね。松本市出身の前衛芸術
家草間彌生さんの展覧会が只今松本市で開催中です。安曇
野ちひろ美術館と併せてアートな1
野ちひろ美術館と併せてアートな1日をお過ごし下さい。

【コース】各地(7:45～8:15)—
ー松本市美術館(草間彌生展)—松本市(昼食:和食)—
ー安曇野ちひろ美術館(見学)—
ー安曇野アートヒルズ(買物)ーおやきの買物ー
ー各地(18:15～18:45)
【出発日】5/29(火) 7/10(火)
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×

3421

円

【代金】

3427

長野日帰り

★圏央道も開通し、以前より鎌倉へアクセスしやすくなりました。
★特に紫陽花シーズンの鎌倉市内は、交通渋滞等により予想以上に
混雑します。あえてフリータイムでお楽しみいただくプランです。

★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。
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
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ススメ!

【コース】各地(5:30～6:00)—
ー鶴岡八幡宮(フリータイム4.5時間)ー各地(19:15～19:45)

【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)
【出発日】4/15(日)予定 5/15(火)

【出発日】6/18(月) 20(水)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【食

6/15(金)

7/15(日)

3424

円

【出発日】5/12(土)決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

R 展
★何度でも行きたい東京名所めぐり東京スカイツリー○
望台からの大パノラマと築地場外市場で名物のお買い物。
【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)

2888

円

【代金】

※ガイド乗務いたしません。

※ガイド乗務いたしません。

円

京都日帰り

3396
静岡日帰り

★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
100万輪のバラの花と芳しい香が、ご来場の皆様をお迎
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
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(昼食: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】

【代金】

円

【代金】

14(月)

■無料ご招待券利用不可

【出発日】5/28(月)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

事】朝:○ 昼:× 夕:×

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

長野日帰り

【代金】

■無料ご招待券利用不可

★日本一の富士山を彩る2
★日本一の富士山を彩る2つの花名所を巡ります。裾野市
の天空の花畑に咲く21
の天空の花畑に咲く21万本のチューリップと本栖湖の首都
21万本のチューリップと本栖湖の首都
圏最大級といわれる80
圏最大級といわれる80万株の芝桜に癒されましょう。
80万株の芝桜に癒されましょう。

【代金】

円
※ガイド乗務いたしません。

東京日帰り

円
※ガイド乗務いたしません。

埼玉日帰り

出雲大社と足立美術館&鳥取砂丘 皆生・はわい温泉
★日本一のほたるの名所がこんなに近くにあるのをご存知です
か。ゆっくり午後の出発です。夕食に名物のうな重をお召し上が
りいただき、幻想的なゲンジボタルの乱舞を見にいきましょう。

【コース】各地(15:30～16:00)—川岸(夕食:うなぎ)ー
ー松尾峡ほたる童謡公園(信州辰野ほたる祭り)—
ー各地(22:00～22:30)
【出発日】6/16(土) 22(金)
【食 事】朝:× 昼:× 夕:○

3425
【代金】

円
長野日帰り

※ガイド乗務いたしません。

★「縁結びの最強スポット出雲大社に行ってみたい!」そんな熱いリクエストにお答えし2
★「縁結びの最強スポット出雲大社に行ってみたい!」そんな熱いリクエストにお答えし2泊3日の旅を企画しました。
★「足立美術館」の日本庭園は、アメリカの日本庭園専門誌ランキングで「15
★「足立美術館」の日本庭園は、アメリカの日本庭園専門誌ランキングで「15年連続日本一」に選ばれています。
15年連続日本一」に選ばれています。
★鳥取砂丘には、世界初の「砂」を素材にした彫刻作品である「砂像」を展示する「砂の美術館」があります。

【コース】①各地(5:15～5:45)—津山市(昼食)—足立美術館(見学)ー皆生温泉(泊)
②ホテルー出雲大社(案内人付参拝)ー由志園(昼食・見学)ー水木しげる記念館ーはわい温泉(泊)
③ホテルー鳥取砂丘砂の美術館(見学・散策)ー賀露港(昼食・買物)ー各地(20:30～21:00)
【出発日】7/9～11(月火水)【食 事】朝:3 昼:3 夕:2
【宿 泊】①皆生グランドホテル天水 ②はわい温泉 望湖楼
【代 金】4名1室
円 3名1室
円 2名1室
円

★長岡の花火は日本一。昨年の花火大会当日は、長野県のテレビ番
組でもライブ放送された位です。圧倒的なスターマインの数々、生
で感じる迫力の音など、無理しても出かける価値ありです。

【コース】各地(11:00～11:30)—ハイブ長岡(買物)・・
・・信濃川河川敷(夕食:弁当・左岸団体ブロック席より観覧)・・
・・ハイブ長岡ー各地(翌朝3:45～4:15)
【出発日】8/3(金)
【食 事】朝:× 昼:パン 夕:○

3417
【代金】

円

★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
★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
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。この時期だけの体験をお楽しみ下さい。

可睡ゆりの園&極楽寺のあじさい
★お花好きの貴女にご紹介したい「ききょう」の花が見事
なお寺が、遠州森町にあります。同時季に見頃を迎えるあ
じさい寺と可睡ゆり園と３名所の花々を堪能いただく、遠
州初夏の花巡りコースです。

【コース】各地(6:00～6:30)—
ー可睡ゆりの園(ゆり)—掛川市(昼食:バイキング)
—極楽寺(あじさい)ー香勝寺(ききょう)ー
ー各地(18:45～19:15)
【出発日】6/20(水) 21(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】

★紫陽花が斜面一面に咲き乱れる東海一の「あじさいの
里」を朝一番で見学後は、昨年8
里」を朝一番で見学後は、昨年8月にオープンした、その
名も「変なホテル」で、落合務シェフプロデュースのイ
タリアンを頂く花グルメコースです!

円
愛知日帰り

静岡日帰り

【代金】

円

雨も似合う古都! 京都あじさい巡り

千葉日帰り

★桜や紅葉シーズンだけでなく、しっとりとした梅雨時
の京都も風情があります。京都の紫陽花スポットとして
有名な洛南の2
有名な洛南の2つの寺社のお参りと京風弁当の昼食とあわ
せてゆっくりとした行程でご案内!

【コース】各地(6:15～6:45)ー(富士ｽﾊﾞﾙﾗｲﾝ)ー

【コース】各地(6:00～6:30)—

ー富士山五合目(散策・買物）—(富士ｽﾊﾞﾙﾗｲﾝ)ー
ー天上山カチカチ山(ロープウェイ・あじさい散策)—
ー河口湖(昼食:バイキング)—鳴沢氷穴(見学)—
ー各地(18：45～19:15)
【出発日】7/16(月祝) 22(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×
3411

ー藤森神社(紫陽花まつり)—
—伏見(昼食:和食)—三室戸寺(あじさい園)ー
ー各地(18:00～18:30)
【出発日】6/18(月) 22(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

■無料ご招待券利用不可

※ガイド乗務いたしません。

★旬の味覚でお腹いっぱい＆山岳絶景コース。世界最大級166
★旬の味覚でお腹いっぱい＆山岳絶景コース。世界最大級166人乗りロープウェイで、竜王マウンテン
166人乗りロープウェイで、竜王マウンテン
パーク山頂展望台「ソラテラス」へ。雲海が見える展望台と最近話題の人気スポットです。
★信州中野の旬の味覚さくらんぼ狩りに加えて、メロン1
★信州中野の旬の味覚さくらんぼ狩りに加えて、メロン1玉のお土産付きでご案内。

【コース】各地(6:15～6:45)ー竜王マウンテンパーク(ロープウェイ・展望)ー
ー信州中野(昼食:和食・買物・さくらんぼ狩り)ー小布施(買物)—各地(18:00～18:30)
【出発日】6/19(火)

23(土) 【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可

★北杜市の旬の味覚でお腹一杯の人気コースをリニューアル!大粒の甘～い!さくらんぼ狩り&
★北杜市の旬の味覚でお腹一杯の人気コースをリニューアル!大粒の甘～い!さくらんぼ狩り&ブルーベリー
食べ放題&
食べ放題&シャトレーゼのアイス試食。今年は、八ヶ岳高原でランチバイキングをご用意しました!

【コース】各地(6:45～7:15)—清里(さくらんぼ狩り)ー北杜市(昼食:バイキング)—
ー明野(ブルーベリー狩り)ーシャトレーゼ白州工場(見学・買物)—各地(17:30～18:00)
【出発日】6/30(土)

7/1(日) 2(月) 3(火)
7/4(水) 6(金) 7(土) 8(日)

3407
円

山梨日帰り

3413

京都日帰り

■無料ご招待券利用不可

山梨日帰り

【食

★夏バテ気味の方におすすめ。涼しい高原のリフトに乗り
西日本最大級360
西日本最大級360万輪のゆり園の鑑賞で癒されましょう。
360万輪のゆり園の鑑賞で癒されましょう。
【コース】各地(6:00～6:30)—白川郷(散策・昼食:郷土料理)
—ダイナランドゆり園(フラワーリフト)—各地(18：30～19:00)

【出発日】7/24(火) 26(木)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3426
【代金】

円

【代金】

長野日帰り

★河口湖周辺の夏の絶景巡りコース!富士登山は無理だけれ
ど日本一の景色を見たい方もバスで楽々五合目へ。日本の
絶景ランキング上位の鳴沢氷穴や紫陽花名所を訪ねます。

円

6/4(月) 【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3420

河口湖
あじさい＆
フジヤマテラスのランチブッフェ

【代金】

【出発日】5/20(日)満席御礼

3389
【コース】各地(6:45～7:15)ー
ー形原温泉あじさいの里(見学)ー変なホテルラグーナ
テンボス(昼食:イタリアン)・・ラグーナテンボス(買物)
ー豊川稲荷(参拝)ー各地(18:30～19:00)
【出発日】6/13(水) 15(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×
3408

■無料ご招待券利用不可

富士山五合目

【コース】各地(5:30～6:00)—南房総(びわ狩り・買物)—
—富浦市(昼食:浜焼き・買物)—各地(21:00～21:30)

円

★日本最大級のぼたん園とすり鉢状の境内から見渡すツ
ツジの絶景は花好きの方なら1
ツジの絶景は花好きの方なら1度は見ておきたいです。
【コース】各地(5:30～6:00)—東松山ぼたん園(見学)—
ー箭弓稲荷神社(見学)—飯能市(昼食:バイキング)ー
ー塩船観音寺(見学)ー各地(19：00～19:30)

【出発日】4/26(木)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3393

岐阜日帰り

事】朝:○ 昼:○ 夕:×【代金】

円

★わざわざ足を運ぶ価値あり！オンリーワンのマンゴーハウス農園の見学と絶品マンゴーの試食。
★2015年
2015年12月に開業した三島市の新名所、日本一長い歩行者用吊り橋「三島スカイウォーク」。日本一
12月に開業した三島市の新名所、日本一長い歩行者用吊り橋「三島スカイウォーク」。日本一
高い富士山や日本一深い駿河湾の景色とあわせてお楽しみ下さい。

【コース】各地(5:30～6:00)—伊豆(マンゴー試食・見学)—伊豆の国パノラマパーク
(昼食:バイキング・買物)—三島スカイウォーク(見学)—各地(19:00～19:30)
【出発日】7/11(水)

19(木) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】

円 ■無料ご招待券利用不可

3428

埼玉日帰り

【代金】

円

■無料ご招待券利用不可

東海道さった峠ウォーキング
★富士山と駿河湾の眺望が美しい「さった峠」! 東海道の名残を残す
街道ウォーキングの後は、由比名物の桜えび料理をご堪能下さい。

【コース】各地(5:30～6:00)ー興津川・・さった峠・・
・・由比（昼食)—ゆい桜えび館(買物)ー各地(19:00～19:30)
【出発日】5/21(月) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】

★筋骨(きんこつ)とは、飛騨地方の呼び名で細い路地が迷路のよう
にからみ合っている公道のこと。昔懐かしい路地裏を地元ガイドさ
んと歩きます。金山巨石群の神秘の光の体験も見逃せません。

★1日目は、畑宿より箱根旧街道石畳コースを箱根関所跡まで。2
日目は、畑宿より箱根旧街道石畳コースを箱根関所跡まで。2 日
目は、山中城址より三島スカイウォークまでの道を歩くハイキング
ツアーです。芦ノ湖畔のカジュアルホテルのお泊りです。

★信州が誇る日本有数の山岳リゾート上高地。大正池から河童橋ま
での気軽なウォーキングとあわせて、ちょっとリッチに、上高地帝
国ホテルにて伝統のフランス料理をお楽しみ下さい。

【コース】各地(5:30～6:00)ー金山巨石群(光の体験)—

【コース】①各地(5:30～6:00)ー畑宿(昼食)・・

ー金山宿（昼食:和食)・・飛騨街道金山宿(筋骨めぐり)—
ー各地(19:15～19:45)
【出発日】6/19(火) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

・・箱根旧街道石畳・・箱根関所跡ー箱根桃源台(泊)
②ホテルー山中城跡・・三島スカイウォークー三島(昼食)ー
ー三嶋大社ー柿田川湧水ー各地(20:45～21:15)
【出発日】5/14～15(月火) 【食 事】朝:2 昼:2 夕:1

【コース】各地(7:00～7:30)ー大正池(散策)・・
・・上高地帝国ホテル(昼食:フレンチ)・・河童橋(散策)—
ー波田スイカのお買い物—各地(18：30～19:00)

円
【代金】

★ハイキング初級者
★歩行距離:7キロ・所要:2.5時間
■昼食:レストラン食
※ガイド乗務いたしません。

【出発日】7/20(金) 8/6(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

3431
3419
3430
静岡日帰り

★ハイキング初級者
岐阜日帰り
★歩行距離:5キロ・所要:2時間
■昼食:レストラン食 ※ガイド乗務いたしません。

【代金】男女別定員利用
【宿泊】小田急箱根レイクホテル

円

【代金】

3432

円

長野日帰り

★歩行距離:5キロ・所要:2.5時間
■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 ※ガイド乗務いたしません。
行距離:9キロ・所要:5時間/②歩行距離:7キロ・所要:4時間

ミュージカル界に革命を起こしたあの作品が再び!

★陸からでは味わえない！東京湾から眺めるレインボーブ
リッジやゲートブリッジなどの景色を美味しいランチバイ
キングとあわせてご堪能ください。
【コース】各地(6:45～7:15)—
ーシンフォニー東京湾クルーズ(乗船・ランチバイキング)—
ーフジテレビ(球体展望室見学・買物)ー各地(20:15～20:45)
【出発日】4/23(月) 6/17(日)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★テレビなどでも目にする機会が多い彼ら。豪華な競演、
優美な感性が融合するエレガントな音色をご堪能ください!
【コース】各地(10:30～11:00)—ホテルナゴヤキャッスル
(昼食:バイキング)—名古屋城(見学)・・金シャチ横丁(買物)—
ー名古屋国際会議場(コンサート観覧)—各地(22:45～23:15)
■18:
18:00公演
00公演 ■全席指定
【出発日】5/19(土)決定 残り ７席
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×

3403
【代金】

★ 1789年
1789 年 7 月 14日、バスティーユ牢獄襲撃。パリに咲き、バス
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
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。

3402

【コース】各地(6:15～6:45)—都内(昼食:バイキング)ー
ー帝国劇場(観劇)—各地(20:10～20:40)
■13:
13:00公演
00公演 ■Ｓ席
【出発日】4/16(月)決定 残り 5席
3367
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

愛知日帰り

東京日帰り

円
東京日帰り

【代金】

円

【代金】

円

■無料ご招待券利用不可
■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。

※ガイド乗務いたしません。

世界が認めた花の名所!一度は見ておきたい花絶景!

★雪組公演(6/14)
★雪組公演(6/14)『
(6/14)『凱旋門』
『Gato Bonito!!』
Bonito!!』
《主演》(専科)轟悠、(雪組)望海風斗、真彩希帆
★星組公演(7/24)
『ANOTHER WORLD』
★星組公演(7/24)
WORLD』
『Killer Rouge』
Rouge』
《主演》紅ゆずる、綺咲愛里
【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】6/14(木)雪組 7/24(火)星組

1295

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

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(立山有料道)ー立山室堂(立山・雪の大谷)ー(立山有料道)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)決定
【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)ー那珂湊(昼食・買物)ー
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)決定
【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

3397
【出発日】6/11～12(月火)決定
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】鬼怒川温泉ホテル

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

円

円
3名1室

円 2名1室

円

