
 

    第78号 平成30年6月7日発行 

★知恩寺境内で、毎月★知恩寺境内で、毎月★知恩寺境内で、毎月★知恩寺境内で、毎月15151515日に開催されるフリーマーケット。日に開催されるフリーマーケット。日に開催されるフリーマーケット。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★雑貨から服飾、食べ物など約★雑貨から服飾、食べ物など約★雑貨から服飾、食べ物など約350350350350店が出店。店が出店。店が出店。店が出店。    

★★★★5555時間のフリータイムで、京都の自由観光にもおススメです!時間のフリータイムで、京都の自由観光にもおススメです!時間のフリータイムで、京都の自由観光にもおススメです!時間のフリータイムで、京都の自由観光にもおススメです!    

【コース】各地(5:30～6:00)—百万遍知恩寺 

(京都手づくり市・5時間フリータイム)ー 

—各地(19:00～19:30) 

【出発日】7/15(日)  9/15(土) 10/15(月) 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

国立新美術館 

グランドニッコー東京台場のランチブッフェ 

★★★★27272727年ぶりに来日するヴェネツィアの巨匠ヴェロネーゼの傑作《女性の肖像》、通称《美し年ぶりに来日するヴェネツィアの巨匠ヴェロネーゼの傑作《女性の肖像》、通称《美し年ぶりに来日するヴェネツィアの巨匠ヴェロネーゼの傑作《女性の肖像》、通称《美し年ぶりに来日するヴェネツィアの巨匠ヴェロネーゼの傑作《女性の肖像》、通称《美し

きナーニ》から、古代エジプトの棺を飾ったマスク、ローマ皇帝やナポレオンなどの君主きナーニ》から、古代エジプトの棺を飾ったマスク、ローマ皇帝やナポレオンなどの君主きナーニ》から、古代エジプトの棺を飾ったマスク、ローマ皇帝やナポレオンなどの君主きナーニ》から、古代エジプトの棺を飾ったマスク、ローマ皇帝やナポレオンなどの君主

像、華麗な女性や愛らしい子どもたちの肖像まで、数々の肖像の名品が一堂に会します。像、華麗な女性や愛らしい子どもたちの肖像まで、数々の肖像の名品が一堂に会します。像、華麗な女性や愛らしい子どもたちの肖像まで、数々の肖像の名品が一堂に会します。像、華麗な女性や愛らしい子どもたちの肖像まで、数々の肖像の名品が一堂に会します。    

【コース】各地(6:30～7:00)—国立新美術館(ルーヴル美術館展)ー 

ーお台場(昼食・散策)ー各地(20:00～20:30)

【出発日】7/9(月) 18(水) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

★最近よく★最近よく★最近よく★最近よくCMCMCMCMが流れていますね。来館者が流れていますね。来館者が流れていますね。来館者が流れていますね。来館者8888万人を超えた人気の美術展『草間彌生 万人を超えた人気の美術展『草間彌生 万人を超えた人気の美術展『草間彌生 万人を超えた人気の美術展『草間彌生 ALL ALL ALL ALL 

ABOUT MY LOVEABOUT MY LOVEABOUT MY LOVEABOUT MY LOVE    私の愛のすべて』が、松本市美術館にて只今開催中!世界初の絵本美術私の愛のすべて』が、松本市美術館にて只今開催中!世界初の絵本美術私の愛のすべて』が、松本市美術館にて只今開催中!世界初の絵本美術私の愛のすべて』が、松本市美術館にて只今開催中!世界初の絵本美術

館「安曇野ちひろ美術館」とあわせてアートな館「安曇野ちひろ美術館」とあわせてアートな館「安曇野ちひろ美術館」とあわせてアートな館「安曇野ちひろ美術館」とあわせてアートな1111日をお過ごしください。日をお過ごしください。日をお過ごしください。日をお過ごしください。    

【コース】各地(7:45～8:15)—松本市美術館(草間彌生展)ー松本市(昼食:和食)ー 

ー安曇野ちひろ美術館(見学)ー安曇野アートヒルズ(買物)ー各地(18:15～18:45)

【出発日】7/10(火)催行予定催行予定催行予定催行予定    

【食 事】朝:× 昼:○ 夕:× 

【代金】 円

3437343734373437    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

一般公開 

西銀座高級寿司食べ放題&NHK見学    

★★★★2016201620162016年から一般公開が始まった迎賓館赤坂離宮ですが、公開当初年から一般公開が始まった迎賓館赤坂離宮ですが、公開当初年から一般公開が始まった迎賓館赤坂離宮ですが、公開当初年から一般公開が始まった迎賓館赤坂離宮ですが、公開当初

の混雑はあまり無くスムーズに見学できるようになりました。セレブの混雑はあまり無くスムーズに見学できるようになりました。セレブの混雑はあまり無くスムーズに見学できるようになりました。セレブの混雑はあまり無くスムーズに見学できるようになりました。セレブ

な体験を味わいましょう。ご昼食は板前が握る高級寿司の食べ放題！な体験を味わいましょう。ご昼食は板前が握る高級寿司の食べ放題！な体験を味わいましょう。ご昼食は板前が握る高級寿司の食べ放題！な体験を味わいましょう。ご昼食は板前が握る高級寿司の食べ放題！    

【コース】各地(5:30～6:00)— 

ーNHKスタジオパーク(見学)ー西銀座(昼食)ー 

ー迎賓館赤坂離宮(本館・主庭見学)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】7/19(木) 31(火) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。 

ファジル・サイ×辻井伸行×レ・フレール 

★完売必至！空前絶後のピアノコンサート！★完売必至！空前絶後のピアノコンサート！★完売必至！空前絶後のピアノコンサート！★完売必至！空前絶後のピアノコンサート！    

感動！興奮！熱狂！～超人気のステージがやってくる！感動！興奮！熱狂！～超人気のステージがやってくる！感動！興奮！熱狂！～超人気のステージがやってくる！感動！興奮！熱狂！～超人気のステージがやってくる！    

世界を席巻する人気ピアニスト、ファジル・サイが初登場！世界を席巻する人気ピアニスト、ファジル・サイが初登場！世界を席巻する人気ピアニスト、ファジル・サイが初登場！世界を席巻する人気ピアニスト、ファジル・サイが初登場！    

【コース】各地(14:00～14:30)—瑞穂区(夕食:和定食)ー 

ー日本特殊陶業市民会館フォレストホール(コンサート)— 

ー各地(23:40～24:10) ■■■■18181818::::45454545開演開演開演開演    ■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席    

【出発日】9/6(木)決定決定決定決定 

【食 事】朝:× 昼:× 夕:○【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。 

御在所ロープウェイ 

笠原将弘氏プロデュースの和食処「 」

★リニューアル直後の御在所ロープウェイを訪れます。新型ゴンドラ★リニューアル直後の御在所ロープウェイを訪れます。新型ゴンドラ★リニューアル直後の御在所ロープウェイを訪れます。新型ゴンドラ★リニューアル直後の御在所ロープウェイを訪れます。新型ゴンドラ

や売店も新店舗がオープンしてより楽しめる観光名所に生まれ変わるや売店も新店舗がオープンしてより楽しめる観光名所に生まれ変わるや売店も新店舗がオープンしてより楽しめる観光名所に生まれ変わるや売店も新店舗がオープンしてより楽しめる観光名所に生まれ変わる

予定。人気料理人の笠原将弘氏のお店で食す和食も絶品です。予定。人気料理人の笠原将弘氏のお店で食す和食も絶品です。予定。人気料理人の笠原将弘氏のお店で食す和食も絶品です。予定。人気料理人の笠原将弘氏のお店で食す和食も絶品です。    

【コース】各地(6:00～6:30)— 

ー御在所ロープウェイ(往復乗車)—アクアイグニス(昼食:和食)— 

ー椿大神社(参拝)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】8/6（月) 9/2(日)    

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。 

甲斐いちのみや

ぶどう寺大善寺&勝沼ぶどうの丘 

★ぶどうの産地山梨で贅沢な巨峰食べ放題の巨峰狩りをお楽しみ下さ★ぶどうの産地山梨で贅沢な巨峰食べ放題の巨峰狩りをお楽しみ下さ★ぶどうの産地山梨で贅沢な巨峰食べ放題の巨峰狩りをお楽しみ下さ★ぶどうの産地山梨で贅沢な巨峰食べ放題の巨峰狩りをお楽しみ下さ

い。人気ドラマ「逃げ恥」のロケ地として人気の大善寺では、ワインい。人気ドラマ「逃げ恥」のロケ地として人気の大善寺では、ワインい。人気ドラマ「逃げ恥」のロケ地として人気の大善寺では、ワインい。人気ドラマ「逃げ恥」のロケ地として人気の大善寺では、ワイン

の試飲をしながら参拝が出来ます。勝沼ぶどうの丘では、洋食ランチの試飲をしながら参拝が出来ます。勝沼ぶどうの丘では、洋食ランチの試飲をしながら参拝が出来ます。勝沼ぶどうの丘では、洋食ランチの試飲をしながら参拝が出来ます。勝沼ぶどうの丘では、洋食ランチ

とワインセラーの見学や買物とまさにぶどう尽くしの旅です。とワインセラーの見学や買物とまさにぶどう尽くしの旅です。とワインセラーの見学や買物とまさにぶどう尽くしの旅です。とワインセラーの見学や買物とまさにぶどう尽くしの旅です。    

【コース】各地(6:30～7:00)— 

ー山梨県立リニア見学センター(見学)ー大善寺(参拝)ー 

ー勝沼ぶどうの丘(昼食:洋食ランチ・買物)—桔梗屋(買物)ー 

ー甲斐一宮(巨峰狩り)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】9/4(火) 9(日) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

お台場フジテレビ球体展望室 

★豪華客船シンフォニーの東京湾ランチクルーズは、お台場やディズ★豪華客船シンフォニーの東京湾ランチクルーズは、お台場やディズ★豪華客船シンフォニーの東京湾ランチクルーズは、お台場やディズ★豪華客船シンフォニーの東京湾ランチクルーズは、お台場やディズ

ニーリゾートなど雄大な景色を眺めながら、季節の味わいを食べつくニーリゾートなど雄大な景色を眺めながら、季節の味わいを食べつくニーリゾートなど雄大な景色を眺めながら、季節の味わいを食べつくニーリゾートなど雄大な景色を眺めながら、季節の味わいを食べつく

す、シェフ自慢の料理を食べ放題のバイキングプランです。す、シェフ自慢の料理を食べ放題のバイキングプランです。す、シェフ自慢の料理を食べ放題のバイキングプランです。す、シェフ自慢の料理を食べ放題のバイキングプランです。    

【コース】各地(6:45～7:15)— 

ーシンフォニー(乗船・ランチバイキングクルーズ)ー 

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】6/17(日)決定決定決定決定    9/16(日) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

 

60万本のひまわり!明野サンフラワーフェス 

★南アルプス市発祥のすもも「貴陽」は、すももの中でも世界一の重★南アルプス市発祥のすもも「貴陽」は、すももの中でも世界一の重★南アルプス市発祥のすもも「貴陽」は、すももの中でも世界一の重★南アルプス市発祥のすもも「貴陽」は、すももの中でも世界一の重

さを誇り美味しさも世界一。その重さは通常のプラムの約さを誇り美味しさも世界一。その重さは通常のプラムの約さを誇り美味しさも世界一。その重さは通常のプラムの約さを誇り美味しさも世界一。その重さは通常のプラムの約2222倍。大き倍。大き倍。大き倍。大き

さはなんと桃!とほぼ同じです。甘さと酸味のバランスが絶妙です。さはなんと桃!とほぼ同じです。甘さと酸味のバランスが絶妙です。さはなんと桃!とほぼ同じです。甘さと酸味のバランスが絶妙です。さはなんと桃!とほぼ同じです。甘さと酸味のバランスが絶妙です。    

【コース】各地(6:00～6:30)—南アルプス市(すもも「貴陽」狩り)ー 

ーシャトレーゼベルフォーレワイナリー(ワイン工場見学)— 

ー甲府市(ランチビュッフェ)ー明野サンフラワーフェス(見学)ー 

ーシャトレーゼ白州工場(アイス工場見学)ー各地(18:30～19:00) 

【出発日】7/28（土) 8/3(金)    

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

★本場の甘～いメロンを「食べ放題★本場の甘～いメロンを「食べ放題★本場の甘～いメロンを「食べ放題★本場の甘～いメロンを「食べ放題+1+1+1+1玉お土産付き」の贅沢なメロ玉お土産付き」の贅沢なメロ玉お土産付き」の贅沢なメロ玉お土産付き」の贅沢なメロ

ン狩りです。好評の伊良湖ビューホテルでのバイキングでお腹一杯。ン狩りです。好評の伊良湖ビューホテルでのバイキングでお腹一杯。ン狩りです。好評の伊良湖ビューホテルでのバイキングでお腹一杯。ン狩りです。好評の伊良湖ビューホテルでのバイキングでお腹一杯。    

【コース】各地(6:15～6:45)— 

ーサンテパルクたはら(農産物の買物)—田原市(メロン狩り)— 

ー恋路ヶ浜(散策)ー伊良湖ビューホテル(昼食)ー 

ーヤマサちくわの里(買物)ー各地(18:50～19:20) 

【出発日】7/22（日) 8/8(水) 25(土)    

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。 

ラ コリーナ近江八幡 

★天空からの琵琶湖をひとり占め！日本最大規模のロープウェイで★天空からの琵琶湖をひとり占め！日本最大規模のロープウェイで★天空からの琵琶湖をひとり占め！日本最大規模のロープウェイで★天空からの琵琶湖をひとり占め！日本最大規模のロープウェイで

山頂駅へ。テラスからの絶景は、ため息が出るほどの美しさです。山頂駅へ。テラスからの絶景は、ため息が出るほどの美しさです。山頂駅へ。テラスからの絶景は、ため息が出るほどの美しさです。山頂駅へ。テラスからの絶景は、ため息が出るほどの美しさです。

たねやグループのお店でどら焼きやバームクーヘンのお買い物。たねやグループのお店でどら焼きやバームクーヘンのお買い物。たねやグループのお店でどら焼きやバームクーヘンのお買い物。たねやグループのお店でどら焼きやバームクーヘンのお買い物。    

【コース】各地(6:30～7:00)— 

ーびわ湖バレイロープウェイ(往復乗車)・びわ湖テラス(展望)ー 

ー大津市(昼食:ステーキ重)—ラコリーナ近江八幡(買物)ー 

ー各地(19:15～19:45) 

【出発日】7/12(木) 31(火) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。 

NHKブラタモリのロケ地!

特別公開!関電トンネル工事跡見学ツアー 

★★★★NHKNHKNHKNHKの人気番組「ブラタモリ」でタモリさんも思わず驚嘆！予約の人気番組「ブラタモリ」でタモリさんも思わず驚嘆！予約の人気番組「ブラタモリ」でタモリさんも思わず驚嘆！予約の人気番組「ブラタモリ」でタモリさんも思わず驚嘆！予約

者しか入れない特別公開の関電トンネル工事跡見学ツアーは、世紀の者しか入れない特別公開の関電トンネル工事跡見学ツアーは、世紀の者しか入れない特別公開の関電トンネル工事跡見学ツアーは、世紀の者しか入れない特別公開の関電トンネル工事跡見学ツアーは、世紀の

大工事と言われた当時の様子が感じられる貴重なツアーです。大工事と言われた当時の様子が感じられる貴重なツアーです。大工事と言われた当時の様子が感じられる貴重なツアーです。大工事と言われた当時の様子が感じられる貴重なツアーです。    

【コース】各地(6:00～6:30)—扇沢駅-(関電トンネルトロリーバス)- 

-黒部ダム(見学)-(関電トンネルトロリーバス)-扇沢駅ー 

ー大町市(昼食:洋食ランチ)ー安曇野ちひろ美術館(見学)ー 

ー安曇野アートヒルズ(買物)ー各地(18:30～19:00) 

【出発日】7/26（木) 8/24(金)    

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。 

 

★屈指のボーカリスト徳永英明。今年は約★屈指のボーカリスト徳永英明。今年は約★屈指のボーカリスト徳永英明。今年は約★屈指のボーカリスト徳永英明。今年は約15151515年ぶりにセルフカバー年ぶりにセルフカバー年ぶりにセルフカバー年ぶりにセルフカバー

アルバムを発売し、全国へと旅立ちます。アルバムを発売し、全国へと旅立ちます。アルバムを発売し、全国へと旅立ちます。アルバムを発売し、全国へと旅立ちます。    

【コース】各地(13:00～13:30)—キッセイ文化ホール 

［長野県松本文化会館］(コンサート)—各地(20:30～21:00) 

■■■■16:0016:0016:0016:00開演開演開演開演    ■全席指定■全席指定■全席指定■全席指定 

【出発日】11/3(土祝)決定決定決定決定    

【食 事】朝:× 昼:× 夕:パン 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。 

セントレア&まるは食堂のエビフライ 

★珍しいフルーツ狩りを楽しみたい方におススメのコースです。愛知★珍しいフルーツ狩りを楽しみたい方におススメのコースです。愛知★珍しいフルーツ狩りを楽しみたい方におススメのコースです。愛知★珍しいフルーツ狩りを楽しみたい方におススメのコースです。愛知

県は全国一のいちじくの産地で、中でも常滑市では、いちじく狩りを県は全国一のいちじくの産地で、中でも常滑市では、いちじく狩りを県は全国一のいちじくの産地で、中でも常滑市では、いちじく狩りを県は全国一のいちじくの産地で、中でも常滑市では、いちじく狩りを

楽しめます。いちじくは「食べ放題楽しめます。いちじくは「食べ放題楽しめます。いちじくは「食べ放題楽しめます。いちじくは「食べ放題+1+1+1+1パックお土産付き」です。パックお土産付き」です。パックお土産付き」です。パックお土産付き」です。    

【コース】各地(6:45～7:15)—えびせんべいの里(買物)ー 

ー常滑市(いちじく狩り)—まるは食堂(昼食:エビフライ定食)ー 

ーセントレア(2.5時間フリータイム)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】9/2（日) 10(月)    

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

 新開通区間ドライブ! 

うすだスタードーム&アトリエ・ド・フロマージュのティータイム 

★今年の★今年の★今年の★今年の4/284/284/284/28に中部横断道の八千穂高原に中部横断道の八千穂高原に中部横断道の八千穂高原に中部横断道の八千穂高原ICICICIC～佐久南～佐久南～佐久南～佐久南ICICICIC間間間間(14.6(14.6(14.6(14.6キロキロキロキロ))))が開通しました。この開が開通しました。この開が開通しました。この開が開通しました。この開

通により八ケ岳周辺～東信方面への周遊観光が可能となりました。普段はあまり訪れない大通により八ケ岳周辺～東信方面への周遊観光が可能となりました。普段はあまり訪れない大通により八ケ岳周辺～東信方面への周遊観光が可能となりました。普段はあまり訪れない大通により八ケ岳周辺～東信方面への周遊観光が可能となりました。普段はあまり訪れない大

型望遠鏡を備えた「うすだスタードーム」の見学や岩村田の海鮮居酒屋の昼食はおススメ！型望遠鏡を備えた「うすだスタードーム」の見学や岩村田の海鮮居酒屋の昼食はおススメ！型望遠鏡を備えた「うすだスタードーム」の見学や岩村田の海鮮居酒屋の昼食はおススメ！型望遠鏡を備えた「うすだスタードーム」の見学や岩村田の海鮮居酒屋の昼食はおススメ！    

【コース】各地(7:00～7:30)—びっくり市(買物)ーうすだスタードーム(見学)ー 

ー岩村田(昼食:和食)ーマンズワイン小諸ワイナリー(見学)ー 

ーアトリエ・ド・フロマージュ(ティータイム・買物)ー各地(18:30～19:00)

【出発日】7/19(木) 9/29(土) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円

2888288828882888    

京都日帰り京都日帰り京都日帰り京都日帰り    

3435343534353435    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

若狭ビール飲み放題バイキング 

★海鮮をメインに、お刺身や名物ジャンボエビフライをはじめ、和★海鮮をメインに、お刺身や名物ジャンボエビフライをはじめ、和★海鮮をメインに、お刺身や名物ジャンボエビフライをはじめ、和★海鮮をメインに、お刺身や名物ジャンボエビフライをはじめ、和

食、洋食、中華まで様々取り揃えた、豪華なランチバイキング。若狭食、洋食、中華まで様々取り揃えた、豪華なランチバイキング。若狭食、洋食、中華まで様々取り揃えた、豪華なランチバイキング。若狭食、洋食、中華まで様々取り揃えた、豪華なランチバイキング。若狭

地ビールも飲み放題で夏にぴったりの昼食。ユダヤ人難民が日本で唯地ビールも飲み放題で夏にぴったりの昼食。ユダヤ人難民が日本で唯地ビールも飲み放題で夏にぴったりの昼食。ユダヤ人難民が日本で唯地ビールも飲み放題で夏にぴったりの昼食。ユダヤ人難民が日本で唯

一上陸した港で人道の港と呼ばれる敦賀港を訪れます。一上陸した港で人道の港と呼ばれる敦賀港を訪れます。一上陸した港で人道の港と呼ばれる敦賀港を訪れます。一上陸した港で人道の港と呼ばれる敦賀港を訪れます。    

【コース】各地(7:30～8:00)—敦賀赤レンガ倉庫(見学)・・ 

・・人道の港敦賀ムゼウム(見学)ー若狭海遊バザール千鳥苑 

(昼食・買物)—日本海さかな街(買物)ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】7/22(日) 9/8(土) 

【食 事】朝:× 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

3454345434543454    

福井日帰り福井日帰り福井日帰り福井日帰り    

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。 

3455345534553455    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3448344834483448    

山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り    

3450345034503450    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3443344334433443    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3452345234523452    

三重日帰り三重日帰り三重日帰り三重日帰り    

3456345634563456    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3403340334033403    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3449344934493449    

滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り    

長岡まつり大花火大会 

★日本三大花火大会のひとつ長岡の花火。昨年は、長野県のテレビ★日本三大花火大会のひとつ長岡の花火。昨年は、長野県のテレビ★日本三大花火大会のひとつ長岡の花火。昨年は、長野県のテレビ★日本三大花火大会のひとつ長岡の花火。昨年は、長野県のテレビ

番組でもライブ放送されたほど。圧倒的なスターマインの数々、生番組でもライブ放送されたほど。圧倒的なスターマインの数々、生番組でもライブ放送されたほど。圧倒的なスターマインの数々、生番組でもライブ放送されたほど。圧倒的なスターマインの数々、生

で感じる迫力の音など、無理してでも出かける価値ありです。で感じる迫力の音など、無理してでも出かける価値ありです。で感じる迫力の音など、無理してでも出かける価値ありです。で感じる迫力の音など、無理してで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)決定決定決定決定   

【食 事】朝:× 昼:パン 夕:○ 

【代金】 円 

★全国の意欲ある煙火師が、従来の枠にとらわれない斬新な発想と★全国の意欲ある煙火師が、従来の枠にとらわれない斬新な発想と★全国の意欲ある煙火師が、従来の枠にとらわれない斬新な発想と★全国の意欲ある煙火師が、従来の枠にとらわれない斬新な発想と

独創の技術で創作した芸術性の高い新作花火を競う大会です。独創の技術で創作した芸術性の高い新作花火を競う大会です。独創の技術で創作した芸術性の高い新作花火を競う大会です。独創の技術で創作した芸術性の高い新作花火を競う大会です。    

夕食弁当付き＆正面パイプ椅子席でらくらく観覧。夕食弁当付き＆正面パイプ椅子席でらくらく観覧。夕食弁当付き＆正面パイプ椅子席でらくらく観覧。夕食弁当付き＆正面パイプ椅子席でらくらく観覧。    

【コース】各地(14:30～15:00)—観光バス駐車場・・ 

・・諏訪湖畔(夕食:弁当・正面パイプ椅子席より観覧)・・ 

・・観光バス駐車場ー各地(23:50～24:20) 

【出発日】9/1(土)決定決定決定決定   

【食 事】朝:× 昼:× 夕:○ 

【代金】 円 

東京スカイツリー○R天望デッキ 

★話題の東京名所めぐりコース!東京スカイツリー★話題の東京名所めぐりコース!東京スカイツリー★話題の東京名所めぐりコース!東京スカイツリー★話題の東京名所めぐりコース!東京スカイツリー○○○○
RRRR 展望台展望台展望台展望台

からの大パノラマと築地場外市場で名物のお買い物。からの大パノラマと築地場外市場で名物のお買い物。からの大パノラマと築地場外市場で名物のお買い物。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 

(買物・自由食)ー東京スカイツリー○R (天望デッキ入場・買物)ー 

ー各地(19:00～19:30)

【出発日】7/17(火) 8/30(木) 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

3457345734573457    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3438343834383438    

山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り    

3447344734473447    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3427342734273427    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3417341734173417    3281328132813281    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3446344634463446    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    




