平成30年10月12日発行

第80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。

ヒルトン東京のランチビュッフェ&都庁展望室
★

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

3489

★鶏足寺へは、3
★鶏足寺へは、3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500
★マキノ高原の約500本のメタセコイア並木を紅葉ドライブ。
500本のメタセコイア並木を紅葉ドライブ。
★CMで話題の珍スポット「養老天命反転地」は奇抜なアート。
CM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)ーマキノ高原(メタセコイア並木見学)—
ー木之本(昼食:和食)・・鶏足寺(見学)—
3480
ー養老天命反転地(見学)—各地(18:15～18:45)
滋賀日帰り

愛知日帰り

【出発日】11/23(金祝)

★秋の東京の風物詩、青山通りから聖徳記念絵画館へ連なる「いちょ
う並木」の黄葉は、映画やドラマにも登場する人気のスポットです。
★シェフが目の前で切り分けるローストビーフと新鮮野菜が人気。
★地上202
★地上202メートルの高さから東京の街を一望。
202メートルの高さから東京の街を一望。
【コース】各地(5:30～6:00)—明治神宮外苑(いちょう並木散策)ー
ーヒルトン東京（ランチビュッフェ）ー
3503
ー東京都庁(北展望室見学)ー各地(18:30～19:00)
東京日帰り

【出発日】11/29(木)

21(水)
円

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×【代金】
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

【代金】

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可
■無料ご招待券利用不可

と名古屋城本丸御殿
★「フライト・オブ・ドリームズ」は、ボーイング787
★「フライト・オブ・ドリームズ」は、ボーイング787初号機の展示やシアトルの町をイメージしたお店でお買い物。
787初号機の展示やシアトルの町をイメージしたお店でお買い物。
★10年にも及ぶ復元工事を終え、今年
10年にも及ぶ復元工事を終え、今年6
年にも及ぶ復元工事を終え、今年6月8日より完成公開さた豪華絢爛な「名古屋城本丸御殿」。

★日本平展望回廊は、本年11
★日本平展望回廊は、本年11月
11月3日にオープン!日本平は日本観光地100
日にオープン!日本平は日本観光地100選、国の名勝地。富士山を正面に、眼下に三保松
100選、国の名勝地。富士山を正面に、眼下に三保松
原や駿河湾の景色がひろがります。2010
原や駿河湾の景色がひろがります。2010年に社殿が国宝に指定された久能山東照宮へはロープウェイで渡ります。
2010年に社殿が国宝に指定された久能山東照宮へはロープウェイで渡ります。

【コース】各地(6:45～7:15)—中部国際空港セントレア(フライト・オブ・ドリームズ見学・自由食・買物)ー
ー名古屋城(本丸御殿見学)・・金シャチ横丁(散策)ー各地(17:45～18:15)

【コース】各地(5:30～6:00)—日本平ロープウェイ++久能山東照宮(参拝)++久能山ロープウェイ・・
・・日本平展望回廊(散策)ーエスパルスドリームプラザ(昼食・買物)ー各地(18:45～19:15)

【出発日】12/11(火)

3521

22(土) 1/12(土) 【食事】朝:○ 昼:× 夕:×

【出発日】12/12(水)

3519

20(木) 1/20(日) 【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

愛知日帰り

【代金】

円

静岡日帰り

【代金】

※ガイド乗務いたしません。

円

東福寺と東寺
★長岡京市の浄土宗のお寺「光明寺」は、全山が真っ赤
な紅葉に燃える風景が圧巻。以前は、知る人ぞ知る紅葉
名所でしたが、10
名所でしたが、10年ほど前に
10年ほど前にJR
年ほど前にJRの
JRのCMに起用されてから
CMに起用されてから
全国的にも知られる紅葉名所となっています。
★京料理辰巳屋で季節の味覚を風雅にまとめた京弁当。

★京都の屈指の紅葉スポットして人気の「東福寺」。
約2,000本ものカエデが境内を秋色に染め上げます。
2,000本ものカエデが境内を秋色に染め上げます。
★昨年秋のＪＲ東海「そうだ 京都、行こう。」キャン
ペーンの舞台となり、話題となったのが「東寺」。
★京料理山水で、料理長オリジナル弁当をご用意。

★言わずと知れた京都の紅葉名所「もみじの永観堂」。
約3,000本のモミジが池泉回遊式庭園を彩ります。
3,000本のモミジが池泉回遊式庭園を彩ります。
★意外と知られていませんが、学問の神様として名高い
「北野天満宮」も約300
「北野天満宮」も約300本の紅葉スポットです。
300本の紅葉スポットです。
★がんこ高瀬川にて、京会席をお楽しみ下さい。

【コース】各地(5:30～6:00)—光明寺(紅葉)ー
ー宇治市(昼食:京料理のお弁当)・・平等院(庭園・
・平等院ミュージアム鳳翔館)ー各地(18:15～18:45)

【コース】各地(5:30～6:00)—東福寺(紅葉)ー
ーホテルセントノーム京都(昼食:京料理のお弁当)—
—東寺(紅葉)ー各地(18:15～18:45)

【コース】各地(5:30～6:00)—北野天満宮(御土居
のもみじ苑の紅葉)ー市内(昼食:京会席)ー
ー永観堂(紅葉)ー各地(18:15～18:45)

【出発日】11/27(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】11/20(火)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】11/21(水)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

29(木)
円

【代金】

27(火)

【コース】各地(5:30～6:00)—談山神社(紅葉)ー
ー宇陀(昼食:和定食)ー長谷寺(紅葉)ー
ー各地(20:15～20:45)

28(水)
【出発日】11/26(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

【代金】

円

【代金】

3493

3488
■無料ご招待券利用不可

★はーとべるツアー久々の奈良県日帰り企画です!遠距離・
長時間のバスの旅になりますが、一度は見ておきたい大和
路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。

3481

円

【代金】

3468

■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。

★河口湖北岸のもみじトンネルや「もみじ回廊」と呼ばれ
る60本もの巨木もみじが真っ赤に色づきます。会場周辺
60本もの巨木もみじが真っ赤に色づきます。会場周辺
は飲食やお土産、クラフト市などの出店で賑わいます。
★ほうとう専門店「ほうとう研究所」の名物ほうとう。
★富士山の絶景と共にパティシエ特製スイーツを食べ放題

★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3,000
指の紅葉名所「日吉大社」の3,000本のもみじは、錦秋
3,000本のもみじは、錦秋
の秋に一度は見ておきたいスポットです。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。
★映画「ちはやふる」のロケ地、聖地「近江神宮」。

【コース】各地(7:00～7:30)—富士河口湖紅葉
まつり(見学)ー河口湖(昼食:海鮮ほうとう)ー
ーリサとガスパールタウン(散策・スイーツバイキング)ー
ー各地(18:00～18:30)

【コース】各地(5:30～6:00)ー日吉大社(紅葉)ー
ーびわ湖大津館(昼食:
)—近江神宮(参拝)—
ー三井寺(紅葉)—各地(18：15～18:45)

京都日帰り

【出発日】11/9(金)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

※ガイド乗務いたしません。

★滋賀県湖南市の3
★滋賀県湖南市の3つの天台宗の国宝のお寺「常楽寺・長
寿寺・善水寺」は、「湖南三山」と呼ばれ、「湖東三
山」と並び紅葉の名所として最近特に人気の古刹です。
★湖南三山のお寺は、３ヶ寺共に、比較的長距離を歩か
ずにお参りができます。
★バリアフリーのお店で、四季の素材を生かした和食。

★別名「美濃の正倉院」飛騨･美濃紅葉33
★別名「美濃の正倉院」飛騨･美濃紅葉33選。風格ある建
33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。
★金運アップの岐阜のパワースポット「金神社」。
★大矢田神社境内天王山一帯に広がるヤマモミジ。
★岐阜市金華山麓の伝統料亭にて、和食お弁当。

【コース】各地(5:45～6:15)—長寿寺(紅葉)ー
ー常楽寺(紅葉)ー湖南市(昼食:和定食)ー
ー善水寺(紅葉)ー各地(18:15～18:45)

【コース】各地(6:00～6:30)—横蔵寺(紅葉)ー
ー谷汲あられの里(買物)ー岐阜市内(昼食:和食)ー
ー金神社(参拝)ー大矢田もみじ谷(紅葉)ー
ー各地(18:00～18:30)

【出発日】11/26(月)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】11/15(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

円

3522

円

■無料ご招待券利用不可

【出発日】11/22(木)
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】
【代金】

京都日帰り

3486

円

【代金】

19(月)
3484

3487

■無料ご招待券利用不可
山梨日帰り

円

【代金】

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。

※ガイド乗務いたしません。

滋賀日帰り

滋賀日帰り

長野放送開局50
長野放送開局50周年記念
50周年記念/
周年記念/長野ビッグハット

あしかがフラワーパーク

×
★佐渡裕指揮シエナ・ウィンド・オーケストラ演奏会2018
★佐渡裕指揮シエナ・ウィンド・オーケストラ演奏会2018
★レナード・バーンスタイン生誕100
★レナード・バーンスタイン生誕100年記念。
100年記念。

【コース】各地(13:45～14:15)—瑞穂区(夕食:和食)ー
ー愛知県芸術劇場コンサートホール(演奏会)ー
ー各地(23:30～24:00) ■18:45開演
18:45開演 ■S席
【出発日】12/14(金)決定
決定
【食 事】朝:× 昼:× 夕:○

3472

★1978年に誕生した日本初のアイスショー。プリンスアイスワールド
1978年に誕生した日本初のアイスショー。プリンスアイスワールド40
年に誕生した日本初のアイスショー。プリンスアイスワールド40周年を
40周年を
締めくくる千秋楽公演!長野ビッグハットで開催決定!
★8月15日現在の【出演者】プリンスアイスワールドチーム
15日現在の【出演者】プリンスアイスワールドチーム 【ゲストスケー
ター】本田武史／安藤美姫／小塚崇彦／村上佳菜子 (順次追加予定)

★シルク・ドゥ・ソレイユの日本公演最新作・創設30
★シルク・ドゥ・ソレイユの日本公演最新作・創設30周年記念作品
30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お楽しみ下さい。

★今年で17
★今年で 17回目の開催。圧倒的!
17 回目の開催。圧倒的!450
回目の開催。圧倒的!450万球のイルミネーション。夜
450 万球のイルミネーション。夜
景鑑定士が選ぶイルミネーションランキングでは2
景鑑定士が選ぶイルミネーションランキングでは2年連続で全国1
年連続で全国1位
★昼食用のパンと現地のレストランでの夕食付きで安心！

【コース】各地(7:00～7:30)—長野ビッグハット(観覧)ー
ー長野市(昼食)ー各地(18:00～18:30)■
■11:00公演
11:00公演 ■S
■S 席

【コース】各地(8:30～9:00)—名古屋ビックトップ(観覧)ー
ー各地(17:15～17:45) ■12:00公演
12:00公演 ■SS席
SS席

【コース】各地(11:00～11:30)—
ーあしかがフラワーパーク(夕食・見学)ー各地(23:45～24:15)

【出発日】1/19(土)決定
決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

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

【出発日】12/13(木)
【食 事】朝:× 昼:○パン 夕:○

3496

17(月)決定
決定

3515

3471

長野日帰り

【代金】
【代金】

円

【代金】

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

【代金】

円

円

円
栃木日帰り

愛知日帰り

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

45
★125万部突破の大人気エッセイ『九十歳。何がめでたい』が朗読
125万部突破の大人気エッセイ『九十歳。何がめでたい』が朗読
劇に!原作は、大正十二年生まれの作家・佐藤愛子。作者と同じく九
十代の石井ふく子が演出を手がけ舞台化。佐藤愛子役には三田佳
子。井上順、石野真子、高田翔(ジャニーズJr.)
子。井上順、石野真子、高田翔(ジャニーズJr.)ら豪華俳優陣出演。
Jr.)ら豪華俳優陣出演。

★宝塚歌劇にて公演された「ベルサイユのばら」1974
★宝塚歌劇にて公演された「ベルサイユのばら」1974年の初演よ
1974年の初演よ
り 45年を記念するスペシャルイベント。歴代キャストを中心とし
45 年を記念するスペシャルイベント。歴代キャストを中心とし
た歌やトーク、名場面の再現などファン必見のステージ!

【コース】各地(5:30～6:00)—明治座(観劇)ー
ー東京プリンスホテル(ランチブッフェ)ー各地(19:15～19:45)
■11:00公演
11:00公演 ■S席

【コース】各地(6:30～7:00)—都内(昼食)ー
ー東京国際フォーラムホールC(観劇)ー各地(20:20～20:50)
■13:30公演
13:30公演 ■S席

【出発日】11/30(金)決定
決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】2/1(金)決定
決定
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

3498

3497

★(12/4
★(12/4)雪組
12/4)雪組
《主演》望海風斗 真彩希帆
★(1/24
★(1/24)星組
1/24)星組
《主演》紅ゆずる 綺咲愛里
【コース】各地(5:10～5:40)—宝塚大劇場(観劇・昼食:
弁当・買物)—各地(19:10～19:40) ■11:00公演
11:00公演 ■S席
【出発日】12/4(火)雪組決定
決定 1/24(木)星組

★今年ジュエルミネーションは全エリアリニューアル。テーマは光
の理想郷「ライトピア®
の理想郷「ライトピア®」。過去最大の600
」。過去最大の 600万球。新しい宝石色も
600万球。新しい宝石色も
加え、全８エリアすべてが色鮮やかにスケールアップします。

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【出発日】12/9(日) 16(日)
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:×

【コース】各地(9:30～10:00)—京王プラザホテル
(ランチブッフェ)ーよみうりランド(見学)ー各地(23:00～23:30)

1295
東京日帰り

東京日帰り
【代金】

円

3520
【代金】

【代金】

円
兵庫日帰り

円
せん。

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。

【代金】

円

