平成30年8月3日発行

第79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。

『

』東京360度パノラマビュー!
R
○

★今回の「東京スカイツリー」の旅は、大都会東京の『夜景』を地上
350mの「天望デッキ」からご覧いただくプランです。昼間とはま
350m の「天望デッキ」からご覧いただくプランです。昼間とはま
た違ったロマンティックな景色をお楽しみ下さい。夕食は浅草で人気
の天丼屋さんで、大きな穴子の乗った下町天丼をご用意しました。

★

【コース】各地(7:00～7:30)ー名古屋城本丸御殿(見学)—
ー名古屋市内(昼食:定食)—松坂屋美術館(アートアクアリウム展
(見学・買物)ー各地(17：45～18:15)
3469
【出発日】9/3(月) 9(日)催行予定
愛知日帰り

【コース】各地(10:30～11:00)—
ー浅草(夕食:天丼)・・浅草寺・仲見世(散策・買物)—
R (天望デッキ)—各地(23:30～24:00)
ー東京スカイツリー○

【コース】各地(12:30～13:00)—長野市内(夕食・買物)ー
ーホクト文化ホール（コンサート）ー各地(21:30～22:00)
■17:00公演
17:00公演 ■全席指定

【出発日】10/13(土) 12/15(土)
【食 事】朝:× 昼:○助六 夕:○

【出発日】10/20(土)決定【食 事】朝:× 昼:× 夕:○

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3444

3477

円

円

【代金】

円

【代金】
【代金】

ALL TIME BEST～
50 歳を迎え常に進化し続け、ジャンルの枠に縛られることなく
様々な楽曲・音色を奏でるヴァイオリ二スト「葉加瀬太郎」の世界を
お楽しみ下さい。今回は、50
お楽しみ下さい。今回は、50歳を記念に発表された初のベストアル
50歳を記念に発表された初のベストアル
バムから選りすぐりの名曲を演奏します。

長野日帰り

東京日帰り

※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 ※ガイド乗務いたしません。

一般公開
西銀座高級寿司食べ放題&

「
ヒルトン名古屋のランチブッフェ

見学

★アルメリアの大人気のニューハーフショーとズワイガニ＆和食･洋
食･中華約30
食･中華約30種以上の食べ放題をセット!ニューハーフショーは、笑
30種以上の食べ放題をセット!ニューハーフショーは、笑
い･感動･迫力を味わえる、見るもの全てを魅了する人気のショーです!

★2016年から一般公開が始まった迎賓館赤坂離宮。公開当初のよう
2016年から一般公開が始まった迎賓館赤坂離宮。公開当初のよう
な混雑もなくなり比較的スムーズに見学できるようになりました。西
銀座では、板前さんが握る高級寿司の食べ放題もお楽しみ下さい。

【コース】各地(7:15～7:45)—下呂温泉合掌村(見学)ー
ーホテルくさかべアルメリア(ランチバイキング・ショー見学・入浴)ー
—ちこり村(買物)ー各地(18:00～18:30)

【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:寿司食べ放題)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】10/13(土)
【食事】朝:× 昼:○ 夕:×

【出発日】9/27(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

」

★本年9
★本年9月より名古屋四季劇場で開幕するミュージカル『ノートルダ
ムの鐘』。ヴィクトル・ユゴーの原作をもとに、男女4
ムの鐘』。ヴィクトル・ユゴーの原作をもとに、男女4人が織りなす
愛と憎しみを描いた心揺さぶる深く美しいドラマをご堪能ください。
【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)
■13:
13:30公演
30公演 ■Ｓ席
【出発日】10/26(金)決定

11/8(木)

【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×

愛知日帰り

東京日帰り

岐阜日帰り

■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 ※ガイド乗務いたしません。

円

【代金】

円

【代金】

円

【代金】

3445

3450

3461

妙高杉ノ原紅葉ゴンドラ
名古屋城本丸御殿&名古屋コーチン

中野市一本木公園秋のバラまつり

★日本が世界に誇る花フェスタ記念公園は秋バラも見事。
★ユニークな外観が話題となり、TV
★ユニークな外観が話題となり、TVや雑誌でも多く紹介
TVや雑誌でも多く紹介
されている多治見市モザイクタイルミュージアムも見学!

★約20
★約20分間の天空遊覧でいつもと一味違う目線で紅葉を
20分間の天空遊覧でいつもと一味違う目線で紅葉を
お楽しみ下さい。展望台からは、野尻湖や北信濃の大自
然を満喫。同じ時期見頃となる中野の秋バラも訪ねます!

【コース】各地(6:45～7:15)—
ー名古屋城本丸御殿(見学)—小牧市(昼食:和食)—
—花フェスタ記念公園(見学)—多治見市モザイク
タイルミュージアム(見学)ー各地(18:30～19:00)

【コース】各地(6:00～6:30)—
ー妙高杉ノ原スキー場(ゴンドラ乗車)ー
ー苗名滝(散策)ー小布施(昼食:栗おこわ・買物)—
ー中野市一本木公園(秋バラ見学)—
—各地(18:15～18:45)

岩村城下町
★ 4,000本のモミジが紅に染まる「香嵐渓」はやっぱり
4,000 本のモミジが紅に染まる「香嵐渓」はやっぱり
圧巻。地の利を活かして混雑前の午前中に見学します。
★小原四季桜は、秋にも咲く桜として全国随一の名所。

【コース】各地(6:00～6:30)—
ー香嵐渓(見学)ー瀬戸市(昼食:和食)ー
ー小原四季桜(見学)ー岩村歴史資料館(見学)・・
・・岩村城下町(散策)—各地(18:30～19:00)
【出発日】11/16(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】10/25(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

21(水)

30(火)
円

【代金】

3479

3478

3485

【代金】

円

新潟日帰り

愛知日帰り

円

【代金】

【コース】各地(5:45～6:15)—
ー神代植物公園(見学)—とうふ屋うかい(昼食)ー
—国営昭和記念公園(見学)ー各地(18:30～19:00)
【出発日】10/10(水) 19(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】10/11(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3489

★首都圏最大規模550
★首都圏最大規模550万本のコスモスが咲く、立川市の国
550 万本のコスモスが咲く、立川市の国
営昭和記念公園「コスモスまつり」見学。
★名水の地八王子で作られた名物うかい豆腐の昼食。

円

【代金】

※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。

紅葉の軽井沢雲場池
七味温泉ホテル渓山亭のいろり料理

郡上八幡&多治見モザイクタイル

【コース】各地(8:00～8:30)—美濃太田駅++
++(観光列車ながら)++郡上八幡駅—
ー郡上八幡(昼食:和食・散策)ー多治見市モザイク
タイルミュージアム(見学)ー各地(18:45～19:15)

★今年運行最終年を迎える「関電トンネルトロリーバス」
★一般には非公開の「特別公開 関電トンネル工事跡見学
ツアー」では、普段は入ることができない、唯一黒部ダム
に建設当時のまま残っている素掘りのトンネルの中で、く
ろよん建設工事記録の映像をご覧いただきます。
【コース】各地(5:00～5:30)—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)-扇沢駅ー大町市(昼食)ー安曇野ちひろ美術館(見学)ー
—安曇野アートヒルズ(買物)—各地(17:30～18:00)

【出発日】11/2(金)
【食事】朝:× 昼:○ 夕:×

【出発日】8/24(金)決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

★水戸岡鋭治氏デザインの長良川鉄道観光列車「ながら」
に乗って、美濃太田駅から郡上八幡駅までの約1
に乗って、美濃太田駅から郡上八幡駅までの約1時間30
時間30
分の旅。多治見市モザイクタイルミュージアムは、ユニー
クな外観が話題の人気スポットです。

9(金)

10/15(月)

★信州高山村の深いV
★信州高山村の深いV字谷を刻む「松川渓谷」は、黄色や
赤の紅葉が見事。滝の裏側から眺めることができる「雷
滝」も必見スポットです。昼食は、囲炉裏を囲んで、山
の幸や川の幸など旬の味覚をお楽しみください。添加物
のない身体に優しいお料理は、女性に大人気です。

【コース】各地(6:30～7:00)—
—松川渓谷(紅葉ドライブ)ー雷滝(散策)ー
ー七味温泉(昼食)ー田中本家博物館(見学)ー
—小布施(買物)ー各地(19:00～19:30)
【出発日】10/19(金)

22(月)

★日本屈指の紅葉名所「雲場池」は、赤やオレンジの紅葉
のグラデーションがとてもきれいで、紅葉散策におススメ
です。ご昼食は格式と歴史あるホテル音羽の森の洋食ラン
チをゆっくりとお楽しみ下さい。

【コース】各地(6:45～7:15)ー
ー雲場池(見学)ーホテル音羽の森(昼食:洋食ランチ)ー
ー旧軽井沢銀座(散策・買物)ー
—各地(18:45～19:15)
【出発日】10/29(月) 31(水)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3456
3474

3465

3462

円

【代金】

長野日帰り

円

【代金】

円

【代金】

円

【代金】

長野日帰り

長野日帰り

岐阜日帰り

■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

★マグロの水揚げ量日本一を誇る清水港で、お刺身の試食やマグロ
汁の無料提供、クイズやジャンケン大会など様々なイベントが開催
されます。屋台も多く出展していて静岡グルメも楽しめます。

★越前かにまつりは、福井県最大のかにの祭典。会場では、かにの
即売会や海鮮グルメなども味わえます。地元の魚屋さんが軒を連ね
獲れたての新鮮なかにがお得にお買い求めいただけます。

★京都の紅葉名所として人気の「嵐山・嵯峨野」ですが、交通渋滞
や駐車場のことを考えると個人ではなかなか行けない名所ですね。
現地滞在5
現地滞在5時間のフリータイムで、思い思いに楽しみましょう。

★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です。
15日に開催されるフリーマーケットです。
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店が出店されています。
350店が出店されています。
★5時間のフリータイムでは、京都の自由観光にもおススメです!

【コース】各地(5:45～6:15)ー清水駅東口イベント広場
(マグロまつり・自由食)—エスパルスドリームプラザ(買物)—
各地(19:00～19:30)

【コース】各地(5:30～6:00)—
ー道の駅越前(かに祭り・自由食)ー各地(18:15～18:45)

【コース】各地(5:30～6:00)—
ー嵯峨野・嵐山(自由散策・自由食)ー各地(20:15～20:45)

【コース】各地(5:30～6:00)—百万遍知恩寺
(手づくり市・自由散策・自由食)ー各地(19:00～19:30)

【出発日】11/18(日)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【出発日】11/22(木)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【出発日】9/15(土) 10/15(月)
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【出発日】10/7(日)【食事】朝:○ 昼:× 夕:×

3483

3492
円

【代金】

【代金】
円
※ガイド乗務いたしません。

福井日帰り

3463
円

京都日帰り

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。

★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。
★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
【食 事】朝:× 昼:× 夕:○

※ガイド乗務いたしません。

★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
の笹川流れ遊覧船。★ご宿泊は夕日の美しい宿1
の笹川流れ遊覧船。★ご宿泊は夕日の美しい宿1位に選ばれた宿で美しい景色をご堪能ください。

【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
ー新潟市(ランチバイキング)—イヨボヤ会館(見学)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)ー村上市(昼食:和食)ー
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)

★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。
若狭地ビールも飲み放題で夏にぴったりの昼食です。

【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)

【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】瀬波温泉 夕映えの宿汐美荘

3446
【代金】

2888
【代金】

円

【代金】

11/15(木)

【出発日】9/8(土)決定
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×

3454

円
長野日帰り

【代金】お一人様

4名1室

円

3名1室

円 2名1室

円
【代金】

円

