
 

★三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路)のトンネル工事現場の★三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路)のトンネル工事現場の★三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路)のトンネル工事現場の★三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路)のトンネル工事現場の

見学ツアーです。今しか見ることのできない旬な現場をご案内。見学ツアーです。今しか見ることのできない旬な現場をご案内。見学ツアーです。今しか見ることのできない旬な現場をご案内。見学ツアーです。今しか見ることのできない旬な現場をご案内。    

★遠州に来たならやっぱりウナギ。浜名湖名物のうな丼の昼食。★遠州に来たならやっぱりウナギ。浜名湖名物のうな丼の昼食。★遠州に来たならやっぱりウナギ。浜名湖名物のうな丼の昼食。★遠州に来たならやっぱりウナギ。浜名湖名物のうな丼の昼食。    

【コース】各地(6:30～7:00)ー 

ー三遠南信道トンネル工事現場(見学)ー 

ー三ケ日(昼食:うなぎ)—農産物の買物—豊川稲荷(参拝）— 

—各地(18:15～18:45)

【出発日】11/12(月) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

★シルク・ドゥ・ソレイユの日本公演最新作・創設★シルク・ドゥ・ソレイユの日本公演最新作・創設★シルク・ドゥ・ソレイユの日本公演最新作・創設★シルク・ドゥ・ソレイユの日本公演最新作・創設30303030周年記念作周年記念作周年記念作周年記念作

品「ダイハツキュリオス」の『名古屋公演』を待ち焦がれてらっ品「ダイハツキュリオス」の『名古屋公演』を待ち焦がれてらっ品「ダイハツキュリオス」の『名古屋公演』を待ち焦がれてらっ品「ダイハツキュリオス」の『名古屋公演』を待ち焦がれてらっ

しゃいました皆様、大変お待たせいたしました!!世界最高峰のサーしゃいました皆様、大変お待たせいたしました!!世界最高峰のサーしゃいました皆様、大変お待たせいたしました!!世界最高峰のサーしゃいました皆様、大変お待たせいたしました!!世界最高峰のサー

カス・エンターテインメントをどうぞお楽しみ下さい。カス・エンターテインメントをどうぞお楽しみ下さい。カス・エンターテインメントをどうぞお楽しみ下さい。カス・エンターテインメントをどうぞお楽しみ下さい。    

【コース】各地(8:30～9:00)— 

ー名古屋ビックトップ(観覧)—各地(17:15～17:45) 

■■■■12121212::::00000000公演公演公演公演    ■Ｓ■Ｓ■Ｓ■ＳSSSS席席席席    

【出発日】12/10(月) 15(土) 17(月) 

【食 事】朝:助六 昼:パン 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。 

★別名「美濃の正倉院」飛騨･美濃紅葉★別名「美濃の正倉院」飛騨･美濃紅葉★別名「美濃の正倉院」飛騨･美濃紅葉★別名「美濃の正倉院」飛騨･美濃紅葉33333333選。風格ある建選。風格ある建選。風格ある建選。風格ある建

物と紅葉が美しい「横蔵寺」は妙心法師のミイラも有名。物と紅葉が美しい「横蔵寺」は妙心法師のミイラも有名。物と紅葉が美しい「横蔵寺」は妙心法師のミイラも有名。物と紅葉が美しい「横蔵寺」は妙心法師のミイラも有名。    

★金運アップの岐阜のパワースポット「金神社」。★金運アップの岐阜のパワースポット「金神社」。★金運アップの岐阜のパワースポット「金神社」。★金運アップの岐阜のパワースポット「金神社」。    

★岐阜市金華山麓の伝統料亭にて、和食お弁当。★岐阜市金華山麓の伝統料亭にて、和食お弁当。★岐阜市金華山麓の伝統料亭にて、和食お弁当。★岐阜市金華山麓の伝統料亭にて、和食お弁当。    

【コース】各地(6:00～6:30)— 

ー横蔵寺(参拝)—谷汲あられの里(買物)— 

—岐阜市内(昼食:和食)ー金神社(参拝)ー 

ー大矢田もみじ谷(見学)—各地(18:00～18:30) 

【出発日】11/15(木) 19(月) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

★はーとべるツアー久々の奈良県日帰り企画!!遠距離・長★はーとべるツアー久々の奈良県日帰り企画!!遠距離・長★はーとべるツアー久々の奈良県日帰り企画!!遠距離・長★はーとべるツアー久々の奈良県日帰り企画!!遠距離・長

時間のバスの旅になりますが、一度は見たい奈良の紅葉時間のバスの旅になりますが、一度は見たい奈良の紅葉時間のバスの旅になりますが、一度は見たい奈良の紅葉時間のバスの旅になりますが、一度は見たい奈良の紅葉

名所を訪ねましょう。朱塗りの十三重の塔とカエデが美名所を訪ねましょう。朱塗りの十三重の塔とカエデが美名所を訪ねましょう。朱塗りの十三重の塔とカエデが美名所を訪ねましょう。朱塗りの十三重の塔とカエデが美

しい、関西の日光「談山神社」。花の寺「長谷寺」も、しい、関西の日光「談山神社」。花の寺「長谷寺」も、しい、関西の日光「談山神社」。花の寺「長谷寺」も、しい、関西の日光「談山神社」。花の寺「長谷寺」も、

本堂から眺める五重塔と紅葉の競演が見事です。本堂から眺める五重塔と紅葉の競演が見事です。本堂から眺める五重塔と紅葉の競演が見事です。本堂から眺める五重塔と紅葉の競演が見事です。    

【コース】各地(5:30～6:00)ー談山神社(参拝)ー 

ー宇多(昼食:和定食)ー長谷寺(参拝)ー 

ー各地(20:15～20:45) 

【出発日】11/26(月)催行予定催行予定催行予定催行予定    

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

★田子の浦漁港が目の前のお店で、日本一の田子の浦のしらすと桜★田子の浦漁港が目の前のお店で、日本一の田子の浦のしらすと桜★田子の浦漁港が目の前のお店で、日本一の田子の浦のしらすと桜★田子の浦漁港が目の前のお店で、日本一の田子の浦のしらすと桜

えびの、はーとべるオリジナルメニュー★日本三大美港「清水港」えびの、はーとべるオリジナルメニュー★日本三大美港「清水港」えびの、はーとべるオリジナルメニュー★日本三大美港「清水港」えびの、はーとべるオリジナルメニュー★日本三大美港「清水港」

を雄大な富士山や三保の松原を眺めながらを雄大な富士山や三保の松原を眺めながらを雄大な富士山や三保の松原を眺めながらを雄大な富士山や三保の松原を眺めながら35353535分の周遊クルーズ。分の周遊クルーズ。分の周遊クルーズ。分の周遊クルーズ。    

【コース】各地(5:45～6:15)— 

—静岡県富士山世界遺産センター(見学)—田子の浦(昼食)— 

—清水港(買物･ベイクルーズ)—各地(19：00～19:30) 

【出発日】10/2(火) 11/14(水) 

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】 円

★「もう一度食べてみたいわ」という★「もう一度食べてみたいわ」という★「もう一度食べてみたいわ」という★「もう一度食べてみたいわ」という1111度参加された方々からの熱いリクエストにお答えし復活企画!度参加された方々からの熱いリクエストにお答えし復活企画!度参加された方々からの熱いリクエストにお答えし復活企画!度参加された方々からの熱いリクエストにお答えし復活企画!    

★活鰻の取扱量日本一のスケールを誇る、愛知県一色のうなぎ専門店にて、厳選うなぎと、熟練の技で焼★活鰻の取扱量日本一のスケールを誇る、愛知県一色のうなぎ専門店にて、厳選うなぎと、熟練の技で焼★活鰻の取扱量日本一のスケールを誇る、愛知県一色のうなぎ専門店にて、厳選うなぎと、熟練の技で焼★活鰻の取扱量日本一のスケールを誇る、愛知県一色のうなぎ専門店にて、厳選うなぎと、熟練の技で焼

きあげる香ばしさをお重でお楽しみ下さい。きあげる香ばしさをお重でお楽しみ下さい。きあげる香ばしさをお重でお楽しみ下さい。きあげる香ばしさをお重でお楽しみ下さい。    

【コース】各地(6:45～7:15)—西尾(抹茶工場見学・買物)— 

—一色(昼食:うな重)—ラグーナテンボス(買物)—岡崎八丁味噌の郷(見学)—各地(17:45～18:15) 

【出発日】9/24(月祝) 10/15(月) 【食事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

名物あばれ食い! 

★一度参加された皆様から「あれはスゴかった!」と驚嘆と感動のリクエストをいただき今秋も企画!★一度参加された皆様から「あれはスゴかった!」と驚嘆と感動のリクエストをいただき今秋も企画!★一度参加された皆様から「あれはスゴかった!」と驚嘆と感動のリクエストをいただき今秋も企画!★一度参加された皆様から「あれはスゴかった!」と驚嘆と感動のリクエストをいただき今秋も企画!    

★食欲の秋にぴったりの満腹コースです。滋賀県甲賀市の創業★食欲の秋にぴったりの満腹コースです。滋賀県甲賀市の創業★食欲の秋にぴったりの満腹コースです。滋賀県甲賀市の創業★食欲の秋にぴったりの満腹コースです。滋賀県甲賀市の創業80808080余年の老舗の松茸専門店の名物料理、余年の老舗の松茸専門店の名物料理、余年の老舗の松茸専門店の名物料理、余年の老舗の松茸専門店の名物料理、

松茸と近江牛をすき焼きにして食べ放題する「あばれ食い」を思う存分お召し上がり下さい。松茸と近江牛をすき焼きにして食べ放題する「あばれ食い」を思う存分お召し上がり下さい。松茸と近江牛をすき焼きにして食べ放題する「あばれ食い」を思う存分お召し上がり下さい。松茸と近江牛をすき焼きにして食べ放題する「あばれ食い」を思う存分お召し上がり下さい。    

【コース】各地(7:45～8:15)—椿大神社(参拝)— 

—甲賀市(昼食:松茸&近江牛のすき焼き食べ放題)—各地(18:30～19:00) 

【出発日】10/14(日) 11/13(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。 

★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:フランス料理)— 

ー安曇野ワイナリー(見学)—各地(18:30～19:00) 

【出発日】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。    

&びわ湖大津館のランチ    

★当地での認知度はあまり高くはないのですが、滋賀県屈★当地での認知度はあまり高くはないのですが、滋賀県屈★当地での認知度はあまり高くはないのですが、滋賀県屈★当地での認知度はあまり高くはないのですが、滋賀県屈

指の紅葉名所「日吉大社」の指の紅葉名所「日吉大社」の指の紅葉名所「日吉大社」の指の紅葉名所「日吉大社」の3,0003,0003,0003,000本のもみじは、錦秋の本のもみじは、錦秋の本のもみじは、錦秋の本のもみじは、錦秋の

秋に一度は見ておくべきスポットです。近江八景・三井の秋に一度は見ておくべきスポットです。近江八景・三井の秋に一度は見ておくべきスポットです。近江八景・三井の秋に一度は見ておくべきスポットです。近江八景・三井の

晩鐘で知られる「三井寺」も参道の紅葉トンネルが見事。晩鐘で知られる「三井寺」も参道の紅葉トンネルが見事。晩鐘で知られる「三井寺」も参道の紅葉トンネルが見事。晩鐘で知られる「三井寺」も参道の紅葉トンネルが見事。    

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー日吉大社(参拝)ーびわ湖大津館(昼食:洋食ランチ)— 

ー近江神宮(参拝)—三井寺(参拝)— 

ー各地(18：15～18:45) 

【出発日】11/22(木) 

【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。 

常楽寺&長寿寺&善水寺    

★滋賀県湖南市の★滋賀県湖南市の★滋賀県湖南市の★滋賀県湖南市の3333つの天台宗の国宝のお寺は「湖南三つの天台宗の国宝のお寺は「湖南三つの天台宗の国宝のお寺は「湖南三つの天台宗の国宝のお寺は「湖南三

山」と呼ばれ、「湖東三山」と並び、滋賀の紅葉の名所山」と呼ばれ、「湖東三山」と並び、滋賀の紅葉の名所山」と呼ばれ、「湖東三山」と並び、滋賀の紅葉の名所山」と呼ばれ、「湖東三山」と並び、滋賀の紅葉の名所

として最近特に人気の古刹です。として最近特に人気の古刹です。として最近特に人気の古刹です。として最近特に人気の古刹です。    

★３ヶ寺共に比較的長距離を歩かずにお参りできます。★３ヶ寺共に比較的長距離を歩かずにお参りできます。★３ヶ寺共に比較的長距離を歩かずにお参りできます。★３ヶ寺共に比較的長距離を歩かずにお参りできます。    

【コース】各地(5:45～6:15)ー長寿寺(参拝)ー 

—常楽寺(参拝)ー湖南市(昼食:和定食)— 

ー善水寺(参拝)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】11/26(月) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

    

★焼津の磯料理店にて、焼津港で水揚げされた新鮮な「鮪づくしコース」料理をお楽しみいただくグルメ★焼津の磯料理店にて、焼津港で水揚げされた新鮮な「鮪づくしコース」料理をお楽しみいただくグルメ★焼津の磯料理店にて、焼津港で水揚げされた新鮮な「鮪づくしコース」料理をお楽しみいただくグルメ★焼津の磯料理店にて、焼津港で水揚げされた新鮮な「鮪づくしコース」料理をお楽しみいただくグルメ

旅です。昨年旅です。昨年旅です。昨年旅です。昨年12121212月にオープンした「静岡県富士山世界遺産センター」は、富士山を逆さにしたようなユ月にオープンした「静岡県富士山世界遺産センター」は、富士山を逆さにしたようなユ月にオープンした「静岡県富士山世界遺産センター」は、富士山を逆さにしたようなユ月にオープンした「静岡県富士山世界遺産センター」は、富士山を逆さにしたようなユ

ニークな外観も話題になっています。ニークな外観も話題になっています。ニークな外観も話題になっています。ニークな外観も話題になっています。    

【コース】各地(6:00～6:30)—道の駅朝霧高原(買物)—静岡県富士山世界遺産センター(見学)ー 

ー焼津(昼食:マグロづくし料理)ー焼津さかなセンター(買物)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】9/23(日) 10/12(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。 

★(★(★(★(11/5)11/5)11/5)11/5)日本美術展史上、最大の「フェルメール展」。日本美術展史上、最大の「フェルメール展」。日本美術展史上、最大の「フェルメール展」。日本美術展史上、最大の「フェルメール展」。    

★(★(★(★(11/13)11/13)11/13)11/13)京都大報恩寺に伝わる鎌倉彫刻の名品の数々を展示。京都大報恩寺に伝わる鎌倉彫刻の名品の数々を展示。京都大報恩寺に伝わる鎌倉彫刻の名品の数々を展示。京都大報恩寺に伝わる鎌倉彫刻の名品の数々を展示。    

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

(11/5)上野の森美術館 ー 

(11/13)東京国立博物館 ー 

ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】11/5(月) 11/13(火) 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:(11/5)× (11/13)○車中弁当 

【代金】 円 円 

※ガイド乗務いたしません。 

湖北の紅葉名所

メタセコイア並木&養老天命反転地 

★鶏足寺へは、★鶏足寺へは、★鶏足寺へは、★鶏足寺へは、3333キロ程歩きますが、境内を彩る赤い絨毯は見事。キロ程歩きますが、境内を彩る赤い絨毯は見事。キロ程歩きますが、境内を彩る赤い絨毯は見事。キロ程歩きますが、境内を彩る赤い絨毯は見事。    

★マキノ高原の約★マキノ高原の約★マキノ高原の約★マキノ高原の約500500500500本のメタセコイア並木を紅葉ドライブ。本のメタセコイア並木を紅葉ドライブ。本のメタセコイア並木を紅葉ドライブ。本のメタセコイア並木を紅葉ドライブ。    

★★★★CMCMCMCMで話題の珍スポット「養老天命反転地」は奇抜なアート。で話題の珍スポット「養老天命反転地」は奇抜なアート。で話題の珍スポット「養老天命反転地」は奇抜なアート。で話題の珍スポット「養老天命反転地」は奇抜なアート。    

【コース】各地(5:30～6:00)ーメタセコイア並木(見学)— 

ー木之本(昼食:和食)・・鶏足寺(見学)— 

ー養老天命反転地(見学)—各地(18:15～18:45) 

【出発日】11/23(金祝) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

★「あまり上り下りがなくて、気軽に歩けるハイキングコースがない★「あまり上り下りがなくて、気軽に歩けるハイキングコースがない★「あまり上り下りがなくて、気軽に歩けるハイキングコースがない★「あまり上り下りがなくて、気軽に歩けるハイキングコースがない

かしら」というアナタにピッタリのコースです。★めがね橋をはじかしら」というアナタにピッタリのコースです。★めがね橋をはじかしら」というアナタにピッタリのコースです。★めがね橋をはじかしら」というアナタにピッタリのコースです。★めがね橋をはじ

め、いくつものトンネルなど、信越本線廃線跡の遊歩道を歩きます。め、いくつものトンネルなど、信越本線廃線跡の遊歩道を歩きます。め、いくつものトンネルなど、信越本線廃線跡の遊歩道を歩きます。め、いくつものトンネルなど、信越本線廃線跡の遊歩道を歩きます。    

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー熊ノ平・・めがね橋・・おぎのや横川店（昼食)— 

ー碓氷峠の森公園交流館峠の湯(入浴)ー各地(18:30～19:00)

【出発日】11/5(月) 【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

★ハイキング初級者 

★歩行距離:7キロ・所要:3.5時間 

■昼食:峠の釜飯 ■入浴付き ※ガイド乗務いたしません。 

世界遺産

★日光東照宮陽明門は、約★日光東照宮陽明門は、約★日光東照宮陽明門は、約★日光東照宮陽明門は、約40404040年ぶりの大修理を終え、色彩鮮やかに年ぶりの大修理を終え、色彩鮮やかに年ぶりの大修理を終え、色彩鮮やかに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。よみがえった至宝が公開されています。よみがえった至宝が公開されています。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!★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!★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!★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!    

★吉永小百合さんの★吉永小百合さんの★吉永小百合さんの★吉永小百合さんのCMCMCMCMでも話題となった英国大使館別荘記念公園。でも話題となった英国大使館別荘記念公園。でも話題となった英国大使館別荘記念公園。でも話題となった英国大使館別荘記念公園。    

【コース】①各地(6:30～7:00)—桐生市(昼食:和定食)ー 

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)ー日光市(昼食:和食)— 

ー(いろは坂)ー英国大使館別荘記念公園(見学)ー各地(21:00～21:30) 

【出発日】10/9～10(火水) 

【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】鬼怒川温泉ホテル

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

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)催行予定催行予定催行予定催行予定 

【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 

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

【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)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。 

★(★(★(★(9/49/49/49/4)月組公演)月組公演)月組公演)月組公演    三井住友三井住友三井住友三井住友VISAVISAVISAVISAカード ミュージカルカード ミュージカルカード ミュージカルカード ミュージカル    

『エリザベート－愛と死の輪舞（ロンド）－』『エリザベート－愛と死の輪舞（ロンド）－』『エリザベート－愛と死の輪舞（ロンド）－』『エリザベート－愛と死の輪舞（ロンド）－』

★(★(★(★(10/1110/1110/1110/11)宙組公演)宙組公演)宙組公演)宙組公演    

★(★(★(★(12/412/412/412/4)雪組公演)雪組公演)雪組公演)雪組公演    

【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】9/4(火)月組 満席御礼満席御礼満席御礼満席御礼    

 10/11(木)宙組 12/4(火)雪組 

【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。

★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年ぶりに年ぶりに年ぶりに年ぶりに    

セルフカバーアルバムを発売し、全国へと旅立ちます。セルフカバーアルバムを発売し、全国へと旅立ちます。セルフカバーアルバムを発売し、全国へと旅立ちます。セルフカバーアルバムを発売し、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ー 

［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)満席御礼満席御礼満席御礼満席御礼    

【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。 

3466346634663466    

静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り    

3490349034903490    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3476347634763476    

静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り    

3482348234823482    

群馬日帰り群馬日帰り群馬日帰り群馬日帰り    

秘境!奥只見湖遊覧船&越後湯沢

★日本最長のゴンドラで迫力の紅葉を眺めながら★日本最長のゴンドラで迫力の紅葉を眺めながら★日本最長のゴンドラで迫力の紅葉を眺めながら★日本最長のゴンドラで迫力の紅葉を眺めながら25252525分の空中散歩。分の空中散歩。分の空中散歩。分の空中散歩。    

★日本一の瞬間地上高を誇るロープウェーからの眺めも絶景です。★日本一の瞬間地上高を誇るロープウェーからの眺めも絶景です。★日本一の瞬間地上高を誇るロープウェーからの眺めも絶景です。★日本一の瞬間地上高を誇るロープウェーからの眺めも絶景です。    

★新潟屈指の紅葉名所奥只見湖。錦彩る景色を船上からも楽しもう!★新潟屈指の紅葉名所奥只見湖。錦彩る景色を船上からも楽しもう!★新潟屈指の紅葉名所奥只見湖。錦彩る景色を船上からも楽しもう!★新潟屈指の紅葉名所奥只見湖。錦彩る景色を船上からも楽しもう!    

【コース】①各地(6:00～6:30)—苗場プリンスホテル(昼食)ー 

ー苗場ドラゴンドラ(乗車)++田代ロープウェー(乗車)ー越後湯沢温泉(泊) 

②ホテルー銀山平～(奥只見湖遊覧船)～奥只見ー小出町(昼食)ー 

ー山路智恵絵手紙美術館(見学)ー各地(20:30～21:00) 

【出発日】10/30～31(火水) 

【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】湯沢グランドホテル

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

3475347534753475    

滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り    

3419341934193419    

3459345934593459    

    

3495349534953495    

    

3480348034803480    

滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り    

3491349134913491    

3486348634863486    

滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り    

1295129512951295    

兵庫日帰り兵庫日帰り兵庫日帰り兵庫日帰り    

3494349434943494    

    

3487348734873487    

滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り    

3468346834683468    

奈良日帰り奈良日帰り奈良日帰り奈良日帰り    

3473347334733473    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3443344334433443    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3435343534353435    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3471347134713471    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

★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★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★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★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。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。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。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。    

【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)ーフジテレビ(球体展望室見学・買物)ー各地(20:15～20:45) 

【出発日】9/16(日)催行予定催行予定催行予定催行予定 10/8(月祝） 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

3403340334033403    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    


