★京都迎賓館は日本の歴史、文化を象徴する都市京都で、海外からの賓客を心をこめてお迎えし、日本への理解と友好
を深めていただく施設として平成17
を深めていただく施設として平成17年に建設されました。各部屋を順路に沿ってご自身のペースで参観いただきます。
17年に建設されました。各部屋を順路に沿ってご自身のペースで参観いただきます。
■京都迎賓館では、外国からの賓客の接遇に支障のない範囲で一般公開を行っています。急遽接遇が行われる場合に
は、一般公開が中止になることがあります。この場合ツアーの取り止めとする場合があります。予めご了承下さい。

【コース】各地(5:30～6:00)—京都迎賓館(一般公開)・・京都御所(公開)・・
・・京都市内(昼食:京弁当)—大徳寺高桐院（紅葉）—各地(18:15～18:45)

3514

【出発日】11/30(金) 【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×
★昼食は、浜松市の大正五年創業の食事処で、和食の定
番、お刺身とフライの「和定食」です。

【コース】各地(6:45～7:15)—
ー浜北営農緑花木センター（買物）—
—戸倉園(みかん狩り)ー浜松市(昼食:和定食）—
ー各地(17:00～17:30)
【出発日】

★昼食は、ホテルグリーンプラザ浜名湖で、約30
★昼食は、ホテルグリーンプラザ浜名湖で、約30種の旬
30 種の旬
の 食 材 を 使 用 し た メニ ュ ー や ス イーツ が 食 べ 放 題、フ
リードリンク付きの「バイキング」です。

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

【コース】各地(6:45～7:15)—
ー浜北営農緑花木センター（買物）—
—ホテルグリーンプラザ浜名湖(昼食:バイキング）—
—戸倉園(みかん狩り)ー各地(17:00～17:30)
【出発日】

11/15(木) 16(金) 19(月) 21(水)
11/22(木) 26(月) 28(水) 30(金)
12/3(月) 10(月)

11/23(金祝) 12/1(土)

★迎賓館赤坂離宮は、明治42
★迎賓館赤坂離宮は、明治42年に東宮御所として建設された、日本では唯一のネオ・バロック様式による宮殿建築物で
42年に東宮御所として建設された、日本では唯一のネオ・バロック様式による宮殿建築物で
す。2016
す。2016年より一般公開がはじまりました。今回は、本館内及び庭園（主庭及び前庭）を自由にご覧いただきます。
2016年より一般公開がはじまりました。今回は、本館内及び庭園（主庭及び前庭）を自由にご覧いただきます。
■迎賓館赤坂離宮では、外国からの賓客の接遇に支障のない範囲で一般公開を行っています。急遽接遇が行われる場合
には、一般公開が中止になることがあります。この場合ツアーの取り止めとする場合があります。予めご了承下さい。

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×
【コース】各地(5:30～6:00)—NHKスタジオパーク(見学)—東京プリンスホテル(ランチブッフェ)ー
ー迎賓館赤坂離宮(本館・主庭一般公開)ー各地(18:45～19:15)

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

【代金】
※ガイド乗務いたしません。

円

【代金】

京都日帰り

円

【代金】

静岡日帰り

【出発日】12/4(火) 【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3526

静岡日帰り
東京日帰り

※ガイド乗務いたしません。

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

天皇誕生日一般参賀
★皇居乾通り一般公開は、紅葉の時期にあわせ、ここ数年開催され
ている人気イベント。約750m
ている人気イベント。約750m沿道に色鮮やかな紅葉が彩ります。
750m沿道に色鮮やかな紅葉が彩ります。
■(注意)10
■(注意)10月
10月1日時点ではまだ正式発表がされていない為、万が一開
催されない場合や日程が異なった場合は連絡させていただきます。

★天皇陛下が、皇后陛下、皇太子同妃両殿下、秋篠宮同妃両殿下及
び眞子内親王殿下とご一緒におおむね3
び眞子内親王殿下とご一緒におおむね 3回長和殿ベランダにお出ま
しになる予定。
★午前の参賀は、9
30分から。早朝出発にご協力下さい。
★午前の参賀は、
9時30
分から。早朝出発にご協力下さい。

【コース】各地(4:45～5:15)—皇居(乾通り一般公開
4.5時間フリータイム･自由食)ー各地(18:00～18:30)

【コース】各地(4:45～5:15)—皇居(天皇誕生日一般参賀
4.5時間フリータイム・自由食)ー各地(18:00～18:30)

【出発日】12/3(月)

【出発日】12/23(日)

4(火)

5(水) 9(日)

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:○弁当

【コース】各地(6:00～6:30)—法多山尊永寺(参拝)・・門前(昼食①たまごふわふわ&おでん)ー
ー可睡斎(ひなまつり)ー浜松(昼食②:浜松餃子定食)ー各地(18:30～19:00)
【出発日】1/22(火)

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:○弁当

3511

3516

東京日帰り

東京日帰り

2/12(火)

【食事】朝:○ 昼:② 夕:×

3518
静岡日帰り

円

【代金】

★袋井市のご当地グルメ「たまごふわふわ」は、将軍徳川家の祝宴料理に登場したほどの由緒正しい一品。
★テレビ「マツコの知らない世界」でも紹介。工場直売の生餃子で100%
★テレビ「マツコの知らない世界」でも紹介。工場直売の生餃子で100%国産素材を使った、浜太郎の餃子定食。
100%国産素材を使った、浜太郎の餃子定食。
★徳川家康公ゆかりの禅寺「可睡齋」では、日本最大級の32
★徳川家康公ゆかりの禅寺「可睡齋」では、日本最大級の32段、
32段、1,200
段、1,200体のおひな様が並びます。
1,200体のおひな様が並びます。
★遠州三山のひとつ法多山尊永寺は、「はったさん」と呼ばれ、本尊正観世音菩薩は厄除観音として知られています。

円

【代金】

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。

2019年
★築地は今年の10
★築地は今年の10月に場内市場は豊洲へ移転しましたが、場外市場
10月に場内市場は豊洲へ移転しましたが、場外市場
は築地に残り営業しています。年末買出しの名所上野アメ横と合わせ
てしっかりとお買い物を楽しみましょう。

★元旦の中央アルプス千畳敷は、テレビ中継でも有名な初日の出ス
ポット。南アルプス越しの富士山山頂から上る「ダイヤモンド富
士」を期待し、新たな年を迎えませんか。お昼前には帰着します。
【コース】各地(4:00～4:30)—菅の台-しらび平++

【コース】各地(5:30～6:00)—築地場外市場(2時間買物・
自由食)ー上野アメ横(2時間買物)ー各地(19:15～19:45)
【出発日】12/21(金)

24(月祝)

++千畳敷(初日の出)++しらび平-菅の台ー光前寺(初詣)ー
ー駒ヶ根市(朝食)ー各地(11:00～11:30)

★岐阜羽島の「奥田農園」が作るイチゴは、13
★岐阜羽島の「奥田農園」が作るイチゴは、13年の開発を経て誕生した「美人姫」という色、艶、甘味のある品種で
13年の開発を経て誕生した「美人姫」という色、艶、甘味のある品種で
す。超特大サイズの美人姫は、数多くのメディアでも取り上げられています。
★いちご狩りをご堪能いただくため、あえて昼食はついていませんが、犬山城下町でも自由に食べ歩きができます。
★金文字の御朱印が話題の「金神社」とハートの絵馬で縁結びのご利益がある「三光稲荷神社」のお参り。

【コース】各地(7:00～7:30)—一宮(朝食:モーニングセット)—奥田農園(いちご狩り)ー
ー金神社(参拝)ー三光稲荷神社(参拝)・・犬山城下町(自由昼食・自由散策)ー各地(17:30～18:00)

27(木)
【出発日】1/1(元旦)

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×
【代金】

【出発日】2/16(土)

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

円

3513

3500

東京日帰り

長野日帰り

【代金】

円

3/3(日)

【食事】朝:○ 昼:× 夕:×

3517

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。

2019

両詣り
★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。
★鎌倉市内は、交通渋滞等により予想以上に混雑します。鶴岡八幡宮
初詣後は、あえてフリータイムでお楽しみいただくプランです。

★豊受大御神を祀る「外宮」と天照大御神を祀る「内宮」両詣り。
★古くからのならわしにより、外宮から内宮の順にお参りします。
★江戸時代のおかげ参りの頃の伊勢の町並みを再現!おかげ横丁･お
はらい町にて、赤福餅など伊勢名物のお土産をゲット!

★世界最大規模のキルトの祭典。キルトの展示をはじめ、約200
★世界最大規模のキルトの祭典。キルトの展示をはじめ、約200店
200店
が出店する日本最大級のキルトマーケットやステージショー。
★洋食、中華、和食、スイーツなどバラエティ豊かなブッフェ。

★日本全国から東京ドームに、伝統の祭りや噂の美味が勢揃い。日
本各地の「うまい」を堪能しながら、伝統のお祭りを感じることが
できるのは「ふるさと祭り東京」だけの楽しみです。

【コース】各地(6:45～7:15)—東京ドームホテル(ランチ
ブッフェ)・・東京ドーム(2.5時間見学)ー各地(19:30～20:00)

【コース】各地(5:30～6:00)—東京ドーム(4.5時間
見学・自由食)ー各地(19:00～19:30)

【出発日】1/26(土)

【出発日】1/13(日)

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【コース】各地(6:00～6:30)ー伊勢神宮外宮(初詣)—

【コース】各地(5:30～6:00)—鶴岡八幡宮(初詣)・・
・・鎌倉市内(自由散策・自由食)ー各地(19:15～19:45)
【出発日】1/17(木)

ー伊勢市(昼食:和食)・・伊勢神宮内宮(初詣)・・
・・おはらい町・おかげ横丁(散策)—各地(18:50～19:20)
【出発日】1/18(金) 29(火)

27(日)

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3509
【代金】

3512

3510

円

【代金】

※ガイド乗務いたしません。

円

三重日帰り

3508
【代金】

円

【代金】

円

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。

※ガイド乗務いたしません。

19(土)

夜景の東京スカイツリー○R 天望デッキ
★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!

★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。

【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)

【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)

【出発日】11/15(木)決定

【出発日】11/22(木)決定

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

2888
【代金】

円

★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
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。

【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)ー
R (天望デッキ見学)ー各地(23:30～24:00)
ー東京スカイツリー○
【出発日】12/15(土)
【食 事】朝:× 昼:○助六 夕:○

3477

3463
円

【代金】

京都日帰り

京都日帰り

円

【代金】

★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」
を雄大な富士山や三保の松原を眺めながら35
を雄大な富士山や三保の松原を眺めながら35分の周遊クルーズ。
35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】11/14(水)
【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

静岡日帰り

【代金】
※ガイド乗務いたしません。

3476

東京日帰り

円

■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。

アドベンチャーワールドのパンダファミリー

河津桜まつりと雛のつるし飾り

大塚国際美術館とうずしお観潮船

南紀白浜景勝地巡り1泊2日

伊豆北川温泉つるや吉祥亭１泊2日

★日本一!6
★日本一!6頭のジャイアントパンダの家族が暮らしています。
★三段壁洞窟は、白浜観光でもっとも歴史ある景勝地。
★1300余年を誇る天然温泉。白良浜ビーチへ徒歩
余年を誇る天然温泉。白良浜ビーチへ徒歩1
1分の和風旅館。
1300余年を誇る天然温泉。白良浜ビーチへ徒歩
【コース】①各地(6:00～6:30)—和歌山市(昼食:バイキング)ー
ー三段壁洞窟(見学)—千畳敷(見学)ー円月島(車窓)ー南紀白浜(泊)
②ホテルーとれとれ市場(買物)ーアドベンチャーワールド(見学)ー
ー白浜町(昼食:バイキング)ー各地(21:00～21:30)

★日本有数の早咲き桜の名所。早春の伊豆の風物詩、河津桜まつり!
★伊豆国一之宮「三嶋大社」。世界遺産「韮山反射炉」。
★源泉かけ流しの湯の天然温泉。壮大な相模湾を望む伊豆北川温泉。
【コース】①各地(6:45～7:15)—沼津市(昼食:和定食)ー
ー河津桜まつり(見学)ー伊豆北川温泉(泊)
②ホテルー雛の館(つるし雛見学)ー韮山反射炉(見学)ー伊豆の国市(昼食:
バイキング)ー三嶋大社(参拝)ー海産物の買物ー各地(20:00～20:30)

★行ってよかった美術館ランキング1
★行ってよかった美術館ランキング1位!日本一入館料が高い美術館。
★世界最大級の鳴門の渦潮へ!感動のうずしおクルーズ体験。
★大鳴門橋を一望。瀬戸内海国立公園内の南欧風リゾートホテル。
【コース】①各地(6:00～6:30)—垂水(昼食:和定食)ー
ー大塚国際美術館(見学2.5時間)ー鳴門(泊)
②ホテルーうずしお観潮船(乗船)ー産直市場(買物)ー
ー南あわじ市(昼食:和食)—あわじ花さじき(見学)ー各地(20:15～20:45)

【出発日】1/30～31(水木) 2/14～15(木金)
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】紀州･白浜温泉 むさし

【出発日】2/21～22(木金) 2/26～27(火水)
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】伊豆 北川温泉 つるや吉祥亭

【出発日】2/28～3/1(木金) 3/12～13(火水)
【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】ルネッサンスリゾートナルト

【代金】お一人様 4名1室

円

【代金】お一人様 4名1室

円

3525
3名1室

円 2名1室

円

3名1室

円 2名1室

円

3523

【代金】お一人様 4名1室
3名1室

円 2名1室

円
円

3524

