
 

★オンリーワンのマンゴーハウス農園の見学と絶品マン★オンリーワンのマンゴーハウス農園の見学と絶品マン★オンリーワンのマンゴーハウス農園の見学と絶品マン★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&三島市の新名所日本一長い歩行者用吊り橋。ゴーの試食&三島市の新名所日本一長い歩行者用吊り橋。ゴーの試食&三島市の新名所日本一長い歩行者用吊り橋。ゴーの試食&三島市の新名所日本一長い歩行者用吊り橋。    

【コース】各地(5:30～6:00)— 

ー伊豆(マンゴー試食・見学)—伊豆の国パノラマパーク 

(ランチバイキング・買物)—三島スカイウォーク(見学)ー 

ー各地(19：00～19:30) 

【出発日】7/11(水)決定決定決定決定 19(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

ノートルダムの鐘

★世界的文豪ヴィクトル・ユゴーの代表作に想を得て、ディズニー・シアトリカル・プロダ★世界的文豪ヴィクトル・ユゴーの代表作に想を得て、ディズニー・シアトリカル・プロダ★世界的文豪ヴィクトル・ユゴーの代表作に想を得て、ディズニー・シアトリカル・プロダ★世界的文豪ヴィクトル・ユゴーの代表作に想を得て、ディズニー・シアトリカル・プロダ

クションズによって舞台化された『ノートルダムの鐘』。クションズによって舞台化された『ノートルダムの鐘』。クションズによって舞台化された『ノートルダムの鐘』。クションズによって舞台化された『ノートルダムの鐘』。15151515世紀末のパリを舞台に、ノー世紀末のパリを舞台に、ノー世紀末のパリを舞台に、ノー世紀末のパリを舞台に、ノー

トルダム大聖堂の鐘楼に住むカジモド、大聖堂大助祭フロロー、同警備隊長フィーバス、そトルダム大聖堂の鐘楼に住むカジモド、大聖堂大助祭フロロー、同警備隊長フィーバス、そトルダム大聖堂の鐘楼に住むカジモド、大聖堂大助祭フロロー、同警備隊長フィーバス、そトルダム大聖堂の鐘楼に住むカジモド、大聖堂大助祭フロロー、同警備隊長フィーバス、そ

してしてしてして3333人が愛してしまうジプシーの娘エスメラルダが綾なす愛の物語です。人が愛してしまうジプシーの娘エスメラルダが綾なす愛の物語です。人が愛してしまうジプシーの娘エスメラルダが綾なす愛の物語です。人が愛してしまうジプシーの娘エスメラルダが綾なす愛の物語です。    

【コース】各地(8:45～9:15)—ヒルトン名古屋(ランチブッフェ)ー 

ー名古屋四季劇場(観劇)—各地(18:45～19:15) 

■■■■13131313::::30303030公演公演公演公演    ■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席    

【出発日】10/26(金)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。 

乗鞍山頂畳平お花畑散策 

★日本唯一の★日本唯一の★日本唯一の★日本唯一の2222階建てロープウェイで雲上の世界を気軽に階建てロープウェイで雲上の世界を気軽に階建てロープウェイで雲上の世界を気軽に階建てロープウェイで雲上の世界を気軽に

体感。乗鞍畳平は「天空のお花畑」とも呼ばれ美しい高山体感。乗鞍畳平は「天空のお花畑」とも呼ばれ美しい高山体感。乗鞍畳平は「天空のお花畑」とも呼ばれ美しい高山体感。乗鞍畳平は「天空のお花畑」とも呼ばれ美しい高山

植物が咲き誇ります。雨でも安心温泉入浴付き。植物が咲き誇ります。雨でも安心温泉入浴付き。植物が咲き誇ります。雨でも安心温泉入浴付き。植物が咲き誇ります。雨でも安心温泉入浴付き。    

各地(5:30～6:00)—新穂高ロープウェイ 

(第2ロープウェイ往復利用)ー平湯(昼食:和定食)— 

ー(乗鞍スカイライン)ー乗鞍畳平(散策)ー(乗鞍エコー 

ライン)ー乗鞍高原(入浴)ー各地(19:15～19:45) 

【出発日】7/23(月) 8/1(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。 

★美味しい食事と旬の花が見たい大人の女性の皆様へ。★美味しい食事と旬の花が見たい大人の女性の皆様へ。★美味しい食事と旬の花が見たい大人の女性の皆様へ。★美味しい食事と旬の花が見たい大人の女性の皆様へ。

斑尾高原の斑尾高原の斑尾高原の斑尾高原の100100100100万輪のゆりとラベンダーで癒されましょ万輪のゆりとラベンダーで癒されましょ万輪のゆりとラベンダーで癒されましょ万輪のゆりとラベンダーで癒されましょ

う。昼食は、野尻湖の森に抱かれた大人のための隠れ家う。昼食は、野尻湖の森に抱かれた大人のための隠れ家う。昼食は、野尻湖の森に抱かれた大人のための隠れ家う。昼食は、野尻湖の森に抱かれた大人のための隠れ家

リゾートホテルのコースランチです。リゾートホテルのコースランチです。リゾートホテルのコースランチです。リゾートホテルのコースランチです。    

【コース】各地(6:30～7:00)ー 

ータングラム斑尾(ゆり園&ラベンダー園見学)ー 

ー野尻湖(昼食:洋食)ー戸隠神社中社(参拝)ー 

ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】8/1(水) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

★多くの女性を魅了する英国庭園で過ごすひと時と、話題★多くの女性を魅了する英国庭園で過ごすひと時と、話題★多くの女性を魅了する英国庭園で過ごすひと時と、話題★多くの女性を魅了する英国庭園で過ごすひと時と、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!の神秘的な池と苔の森の散策で、心と体のリフレッシュ!の神秘的な池と苔の森の散策で、心と体のリフレッシュ!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)—白駒池(散策)ー 

—小海町(昼食:洋食)—蓼科高原バラクライングリッシュ 

ガーデン(見学)ートコロテラス(買物)ー各地(18：00～18:30) 

【出発日】6/24(日)決定決定決定決定 

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】 円

★京の夏の風物詩、鴨川の「納涼川床料理」。東山の眺望と鴨川のせせらぎを感じながら、お昼の膳をお★京の夏の風物詩、鴨川の「納涼川床料理」。東山の眺望と鴨川のせせらぎを感じながら、お昼の膳をお★京の夏の風物詩、鴨川の「納涼川床料理」。東山の眺望と鴨川のせせらぎを感じながら、お昼の膳をお★京の夏の風物詩、鴨川の「納涼川床料理」。東山の眺望と鴨川のせせらぎを感じながら、お昼の膳をお

楽しみください。京都御所の通年公開や東山界隈の散策とあわせて、楽しみください。京都御所の通年公開や東山界隈の散策とあわせて、楽しみください。京都御所の通年公開や東山界隈の散策とあわせて、楽しみください。京都御所の通年公開や東山界隈の散策とあわせて、9999月の京都を堪能しましょう。月の京都を堪能しましょう。月の京都を堪能しましょう。月の京都を堪能しましょう。    

【コース】各地(5:30～6:00)—京都御所(通年公開参観)— 

ー鴨川(昼食:納涼床料理)ー東山界隈(フリータイム)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】9/13(木) 16(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。 

 

★とにかく飛騨牛を思いっきり食べたい方にピッタリの「特選飛騨牛を焼肉で食べ放題!」のお食事がメイ★とにかく飛騨牛を思いっきり食べたい方にピッタリの「特選飛騨牛を焼肉で食べ放題!」のお食事がメイ★とにかく飛騨牛を思いっきり食べたい方にピッタリの「特選飛騨牛を焼肉で食べ放題!」のお食事がメイ★とにかく飛騨牛を思いっきり食べたい方にピッタリの「特選飛騨牛を焼肉で食べ放題!」のお食事がメイ

ンの飛騨高山への旅です。特上カルビ、ハラミ、牛タン等々、思う存分お楽しみください。ンの飛騨高山への旅です。特上カルビ、ハラミ、牛タン等々、思う存分お楽しみください。ンの飛騨高山への旅です。特上カルビ、ハラミ、牛タン等々、思う存分お楽しみください。ンの飛騨高山への旅です。特上カルビ、ハラミ、牛タン等々、思う存分お楽しみください。    

【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)— 

ー高山市(昼食:焼肉)ー各地(18:30～19:00) 

【出発日】8/25(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。 

★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、★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、★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、★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、上高地帝国ホテルの伝統のフランス料理を楽しみましょう。ちょっとリッチに、上高地帝国ホテルの伝統のフランス料理を楽しみましょう。ちょっとリッチに、上高地帝国ホテルの伝統のフランス料理を楽しみましょう。ちょっとリッチに、上高地帝国ホテルの伝統のフランス料理を楽しみましょう。    

【コース】各地(7:00～7:30)—大正池(散策)・・上高地帝国ホテル(昼食:フレンチ)— 

ー［7.8月］波田スイカのお買い物/［9.10月］安曇野ワイナリー(見学)—各地(18:30～19:00) 

【出発日】7/20(金) 8/6(月)  9/19(水) 10/11(木) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 【代金】 円 

★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。    

日本最大級500万本のヒガンバナ 

巾着田

き ん ち ゃ く だ

の曼珠沙華

ま ん じ ゅ し ゃ げ

の里 

★彼岸花って、ちょっと怖いイメージがあります★彼岸花って、ちょっと怖いイメージがあります★彼岸花って、ちょっと怖いイメージがあります★彼岸花って、ちょっと怖いイメージがあります

が、埼玉県日高市の巾着田(きんちゃくだ)の曼珠沙が、埼玉県日高市の巾着田(きんちゃくだ)の曼珠沙が、埼玉県日高市の巾着田(きんちゃくだ)の曼珠沙が、埼玉県日高市の巾着田(きんちゃくだ)の曼珠沙

華群生地はとても見事です。赤いじゅうたんの様に華群生地はとても見事です。赤いじゅうたんの様に華群生地はとても見事です。赤いじゅうたんの様に華群生地はとても見事です。赤いじゅうたんの様に

一面に咲く様子は、言葉を失うほどの美しさです。一面に咲く様子は、言葉を失うほどの美しさです。一面に咲く様子は、言葉を失うほどの美しさです。一面に咲く様子は、言葉を失うほどの美しさです。    

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー巾着田(彼岸花見学）—市内(昼食)ー 

ーサイボクハム(買物)—各地(18：30～19:00) 

【出発日】9/21(金) 24(月祝) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

ドライブ 

フジヤマテラスのランチブッフェ 

★富士河口湖周辺の夏の絶景巡りコースです!富士登山は★富士河口湖周辺の夏の絶景巡りコースです!富士登山は★富士河口湖周辺の夏の絶景巡りコースです!富士登山は★富士河口湖周辺の夏の絶景巡りコースです!富士登山は

無理だけれど、日本一の景色を見てみたい方大集合!無理だけれど、日本一の景色を見てみたい方大集合!無理だけれど、日本一の景色を見てみたい方大集合!無理だけれど、日本一の景色を見てみたい方大集合!    

バスで楽々五合目へ向かいます。日本の絶景ランキングバスで楽々五合目へ向かいます。日本の絶景ランキングバスで楽々五合目へ向かいます。日本の絶景ランキングバスで楽々五合目へ向かいます。日本の絶景ランキング

上位の、鳴沢氷穴や紫陽花の名所も訪ねます。上位の、鳴沢氷穴や紫陽花の名所も訪ねます。上位の、鳴沢氷穴や紫陽花の名所も訪ねます。上位の、鳴沢氷穴や紫陽花の名所も訪ねます。    

【コース】各地(6:15～6:45)ー(富士ｽﾊﾞﾙﾗｲﾝ)ー 

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(ランチバイキング)—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:× 

【代金】 円 

★夏のスタミナ食材「うなぎ」のひつまぶし&絞りたてビールの試飲で乾杯旅!「名古屋城本丸御殿」が★夏のスタミナ食材「うなぎ」のひつまぶし&絞りたてビールの試飲で乾杯旅!「名古屋城本丸御殿」が★夏のスタミナ食材「うなぎ」のひつまぶし&絞りたてビールの試飲で乾杯旅!「名古屋城本丸御殿」が★夏のスタミナ食材「うなぎ」のひつまぶし&絞りたてビールの試飲で乾杯旅!「名古屋城本丸御殿」が

10101010年に及ぶ修復工事を経て公開予定。名古屋城の新たな城下町「金シャチ横丁」の散策も楽しめます。年に及ぶ修復工事を経て公開予定。名古屋城の新たな城下町「金シャチ横丁」の散策も楽しめます。年に及ぶ修復工事を経て公開予定。名古屋城の新たな城下町「金シャチ横丁」の散策も楽しめます。年に及ぶ修復工事を経て公開予定。名古屋城の新たな城下町「金シャチ横丁」の散策も楽しめます。    

【コース】各地(7:15～7:45)—名古屋城(本丸御殿)・・金シャチ横丁(買物)— 

ー市内(昼食:ひつまぶし)ーキリンビール名古屋工場(見学)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】7/11(水) 25(水) 

【食 事】朝:× 昼:○ 夕:× 【代金】 円 

★北杜市の旬の味覚でお腹一杯コース!大粒の甘いさくらん★北杜市の旬の味覚でお腹一杯コース!大粒の甘いさくらん★北杜市の旬の味覚でお腹一杯コース!大粒の甘いさくらん★北杜市の旬の味覚でお腹一杯コース!大粒の甘いさくらん

ぼぼぼぼ&&&&ブルーベリー食べ放題&アイス試食&ランチバイキングブルーベリー食べ放題&アイス試食&ランチバイキングブルーベリー食べ放題&アイス試食&ランチバイキングブルーベリー食べ放題&アイス試食&ランチバイキング    

【コース】各地(6:45～7:15)—清里(さくらんぼ狩り)ー 

ー北杜市(ランチバイキング)—明野(ブルーベリー狩り)ー 

ーシャトレーゼ白州工場(見学)—各地(17：30～18:00) 

【出発日】6/30(土)     7/1(日)決定決定決定決定 

      7/2(月)決定決定決定決定    3(火)決定決定決定決定    7(土)  

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】 円

★雲海が見える展望台と話題の竜王山頂ソラテラス。旬★雲海が見える展望台と話題の竜王山頂ソラテラス。旬★雲海が見える展望台と話題の竜王山頂ソラテラス。旬★雲海が見える展望台と話題の竜王山頂ソラテラス。旬

の味覚さくらんぼ狩りに加えてメロンの味覚さくらんぼ狩りに加えてメロンの味覚さくらんぼ狩りに加えてメロンの味覚さくらんぼ狩りに加えてメロン1111玉のお土産付き!玉のお土産付き!玉のお土産付き!玉のお土産付き!    

【コース】各地(6:15～6:45)— 

ー竜王マウンテンパーク(ロープウェイ往復・ソラテラス展望)— 

ー信州中野(昼食:和食・買物・さくらんぼ狩り)— 

ー小布施(買物)ー各地(18：00～18:30) 

【出発日】6/19(火)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

夏は霧ケ峰!爽やかハイキング    

★ニッコウキスゲが咲く頃、爽やかな風と高原の花々に癒★ニッコウキスゲが咲く頃、爽やかな風と高原の花々に癒★ニッコウキスゲが咲く頃、爽やかな風と高原の花々に癒★ニッコウキスゲが咲く頃、爽やかな風と高原の花々に癒

されながらゆっくり楽しむハイキングコースです。されながらゆっくり楽しむハイキングコースです。されながらゆっくり楽しむハイキングコースです。されながらゆっくり楽しむハイキングコースです。    

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー車山高原展望リフト(スカイライナー+スカイパノラマ)・・ 

・・車山山頂・・蝶々深山・・八島ヶ原湿原ー 

ー白樺湖（ランチバイキング・散策)—各地(17:00～17:30)

【出発日】7/18(水) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

★ハイキング初級者 

★歩行距離:8キロ・所要:3.5時間 

※ガイド乗務いたしません。 

出雲大社と足立美術館&鳥取砂丘砂の美術館 

★縁結びの最強スポット!島根県の「出雲大社」を案内人と参拝。★縁結びの最強スポット!島根県の「出雲大社」を案内人と参拝。★縁結びの最強スポット!島根県の「出雲大社」を案内人と参拝。★縁結びの最強スポット!島根県の「出雲大社」を案内人と参拝。    

★足立美術館庭園はアメリカの日本庭園専門誌で★足立美術館庭園はアメリカの日本庭園専門誌で★足立美術館庭園はアメリカの日本庭園専門誌で★足立美術館庭園はアメリカの日本庭園専門誌で15151515年連続日本一。年連続日本一。年連続日本一。年連続日本一。    

★鳥取砂丘には、砂を素材にした砂像を展示する美術館も見学。★鳥取砂丘には、砂を素材にした砂像を展示する美術館も見学。★鳥取砂丘には、砂を素材にした砂像を展示する美術館も見学。★鳥取砂丘には、砂を素材にした砂像を展示する美術館も見学。    

【コース】①各地(5:15～5:45)—津山市(昼食)ー 

ー足立美術館(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 

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 

ー各地(20:30～21:00) 

【出発日】7/9～11(月火水)決定決定決定決定 【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】お一人様 4名1室 円 

   3名1室 円 2名1室 円 

上越市立水族博物館うみがたり 

笹川流れ遊覧船&瀬波温泉

★日本海がテーマの大水槽やペンギン＆イルカショーの見学。★日本海がテーマの大水槽やペンギン＆イルカショーの見学。★日本海がテーマの大水槽やペンギン＆イルカショーの見学。★日本海がテーマの大水槽やペンギン＆イルカショーの見学。    

★白砂と青松のコントラスト、カモメの餌付け体験も人気の遊覧船。★白砂と青松のコントラスト、カモメの餌付け体験も人気の遊覧船。★白砂と青松のコントラスト、カモメの餌付け体験も人気の遊覧船。★白砂と青松のコントラスト、カモメの餌付け体験も人気の遊覧船。    

★ご宿泊は夕日の美しい宿★ご宿泊は夕日の美しい宿★ご宿泊は夕日の美しい宿★ご宿泊は夕日の美しい宿1111位に選ばれた宿で美しい景色をご堪能。位に選ばれた宿で美しい景色をご堪能。位に選ばれた宿で美しい景色をご堪能。位に選ばれた宿で美しい景色をご堪能。    

【コース】①各地(5:30～6:00)—上越市立水族博物館うみがたり 

(見学)ー新潟市(ランチバイキング)—イヨボヤ会館(見学)ー 

ー千年鮭きっかわ(見学)ー瀬波温泉(泊) 

②ホテルー笹川流れ遊覧船(乗船)ー岩船港(鮮魚買物)ー 

ー村上市(昼食)ー新潟ふるさと村(買物)ー各地(19:45～20:15) 

【出発日】9/7～8(金土) 

【食事】朝:2 昼:2 夕:1【宿泊】瀬波温泉 汐美荘

【代金】お一人様 4名1室 円 

   3名1室 円 2名1室 円 

★花組公演★花組公演★花組公演★花組公演(7/24) (7/24) (7/24) (7/24) ミュージカル『ミュージカル『ミュージカル『ミュージカル『MESSIAHMESSIAHMESSIAHMESSIAH（メサイア）−異聞・天草四郎−』（メサイア）−異聞・天草四郎−』（メサイア）−異聞・天草四郎−』（メサイア）−異聞・天草四郎−』

ショー・スペクタキュラー『ショー・スペクタキュラー『ショー・スペクタキュラー『ショー・スペクタキュラー『BEAUTIFUL GARDEN −BEAUTIFUL GARDEN −BEAUTIFUL GARDEN −BEAUTIFUL GARDEN −百花繚乱−』百花繚乱−』百花繚乱−』百花繚乱−』        

《主演》明日海りお、仙名彩世《主演》明日海りお、仙名彩世《主演》明日海りお、仙名彩世《主演》明日海りお、仙名彩世    

★月組公演★月組公演★月組公演★月組公演(9/4) (9/4) (9/4) (9/4) 三井住友三井住友三井住友三井住友VISAVISAVISAVISAカード ミュージカル『エリザベート－愛と死のカード ミュージカル『エリザベート－愛と死のカード ミュージカル『エリザベート－愛と死のカード ミュージカル『エリザベート－愛と死の    

輪舞（ロンド）－』輪舞（ロンド）－』輪舞（ロンド）－』輪舞（ロンド）－』    《主演》珠城りょう、愛希れいか《主演》珠城りょう、愛希れいか《主演》珠城りょう、愛希れいか《主演》珠城りょう、愛希れいか    

【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) 

■■■■11:0011:0011:0011:00公演公演公演公演    ■■■■SSSS席席席席

【出発日】7/24(火)花組 9/4(火)月組 決定決定決定決定    

【代金】 円 

【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。

SS席

★《出演予定スケーター》■国内スケーター：羽生結弦／織田信成／鈴木明子／安藤美姫★《出演予定スケーター》■国内スケーター：羽生結弦／織田信成／鈴木明子／安藤美姫★《出演予定スケーター》■国内スケーター：羽生結弦／織田信成／鈴木明子／安藤美姫★《出演予定スケーター》■国内スケーター：羽生結弦／織田信成／鈴木明子／安藤美姫    

紀平梨花／三原舞依紀平梨花／三原舞依紀平梨花／三原舞依紀平梨花／三原舞依    

■海外スケーター：ハビエル・フェルナンデス／カロリナ・コストナー／エフゲニー・プル■海外スケーター：ハビエル・フェルナンデス／カロリナ・コストナー／エフゲニー・プル■海外スケーター：ハビエル・フェルナンデス／カロリナ・コストナー／エフゲニー・プル■海外スケーター：ハビエル・フェルナンデス／カロリナ・コストナー／エフゲニー・プル

シェンコ／ステファン・ランビエル／ジェフリー・バトル／ジョニー・ウィア他シェンコ／ステファン・ランビエル／ジェフリー・バトル／ジョニー・ウィア他シェンコ／ステファン・ランビエル／ジェフリー・バトル／ジョニー・ウィア他シェンコ／ステファン・ランビエル／ジェフリー・バトル／ジョニー・ウィア他    

【コース】各地(8:30～9:00)—(車中昼食:弁当)ー 

ーエコパアリーナ(ファンタジー・オン・アイス)—(車中夕食)ー各地(21:15～21:45) 

■■■■14:0014:0014:0014:00時公演時公演時公演時公演    ■Ｓ■Ｓ■Ｓ■ＳSSSS席席席席    

【出発日】6/30(土)満席御礼満席御礼満席御礼満席御礼 

【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。 

3440344034403440    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3428342834283428    

静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り    

3460346034603460    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

なんばグランド花月 

姫路城& 神戸

★平成の大修理を終えて★平成の大修理を終えて★平成の大修理を終えて★平成の大修理を終えて4444年が経過した姫路城。今は混雑も無くス年が経過した姫路城。今は混雑も無くス年が経過した姫路城。今は混雑も無くス年が経過した姫路城。今は混雑も無くス

ムースに見学出来ます。本場のお笑いで日頃のストレスを発散。ムースに見学出来ます。本場のお笑いで日頃のストレスを発散。ムースに見学出来ます。本場のお笑いで日頃のストレスを発散。ムースに見学出来ます。本場のお笑いで日頃のストレスを発散。    

★ご宿泊は神戸散策に好立地のホテルオークラ神戸です。★ご宿泊は神戸散策に好立地のホテルオークラ神戸です。★ご宿泊は神戸散策に好立地のホテルオークラ神戸です。★ご宿泊は神戸散策に好立地のホテルオークラ神戸です。    

【コース】①各地(5:30～6:00)—姫路市(昼食)ー 

ー姫路城(入城・見学)—神戸(泊・自由夕食) 

②ホテルーなんばグランド花月(観劇・昼食弁当)・・ 

・・道頓堀(散策)ー各地(19:30～20:00) 

【出発日】9/27～28(木金) 

【食事】朝:2 昼:2 夕:× 【宿泊】ホテルオークラ神戸

【代金】お一人様 2名1室 円 

                             1名1室 円 

3418341834183418    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3419341934193419    

3458345834583458    

    

3459345934593459    

    

3420342034203420    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3436343634363436    

埼玉日帰り埼玉日帰り埼玉日帰り埼玉日帰り    

1295129512951295    

兵庫日帰り兵庫日帰り兵庫日帰り兵庫日帰り    

3411341134113411    

山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り    

3442344234423442    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3453345334533453    

京都日帰り京都日帰り京都日帰り京都日帰り    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3416341634163416    

静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り    

3445344534453445    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

★当社社員が絶賛したゆり園です。西日本最大級の★当社社員が絶賛したゆり園です。西日本最大級の★当社社員が絶賛したゆり園です。西日本最大級の★当社社員が絶賛したゆり園です。西日本最大級の360360360360

万輪のゆり園をフラワーリフトで空中散歩!万輪のゆり園をフラワーリフトで空中散歩!万輪のゆり園をフラワーリフトで空中散歩!万輪のゆり園をフラワーリフトで空中散歩!    

【コース】各地(6:00～6:30)— 

ー白川郷(散策・昼食:郷土料理)—ダイナランドゆり園 

(フラワーリフト・見学)—各地(18：30～19:00) 

【出発日】7/24(火) 26(木) 

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可

3409340934093409    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3426342634263426    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3413341334133413    

山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り    

3429342934293429    

    


