
 

    第81号 平成30年12月27日発行 

★★★★

【コース】各地(12:30～13:00)— 

ーなばなの里(イルミネーション見学・自由食)ー各地(22:15～22:45) 

【出発日】3/10(日) 16(土) 

【食 事】朝:× 昼:× 夕:○パン 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

3542354235423542    

三重日帰り三重日帰り三重日帰り三重日帰り    

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。 

★味と安全性にこだわって栽培されたいちご狩りを楽しもう。★味と安全性にこだわって栽培されたいちご狩りを楽しもう。★味と安全性にこだわって栽培されたいちご狩りを楽しもう。★味と安全性にこだわって栽培されたいちご狩りを楽しもう。

【コース】各地(6:15～6:45)—野洲市(いちご狩り)ー 

ー三井アウトレットパーク滋賀竜王(自由食・買物)ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】2/5(火) 3/11(月) 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

  

★★★★

【コース】各地(15:00～15:30)— 

ー不二羽島文化センタースカイホール(演奏会)ー各地(23:15～23:45) 

■■■■18:3018:3018:3018:30開演開演開演開演    ■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席    

【出発日】2/25(月)決定決定決定決定 【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。    

★★★★

【コース】各地(13:15～13:45)—名古屋国際会議場 

センチュリーホール(コンサート)ー各地(22:15～22:45) 

■■■■17:0017:0017:0017:00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】3/30(土)決定決定決定決定【食 事】朝:× 昼:× 夕:○弁当 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。    

★★★★2019201920192019年年年年5555月までの上演。月までの上演。月までの上演。月までの上演。

【コース】各地(8:45～9:15)—名古屋マリオットアソシアホテル 

(ランチブッフェ)ー名古屋四季劇場(観劇)ー各地(18:15～18:45) 

■■■■13:3013:3013:3013:30開演開演開演開演    ■■■■SSSS席席席席    

【出発日】3/8(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。    

【コース】各地(6:00～6:30)ー 

ー伊勢神宮外宮(初詣)—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— 

ー各地(18:50～19:20) 

【出発日】1/18(金)決定決定決定決定 29(火) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

★★★★

【コース】各地(6:00～6:30)—横浜中華街(昼食・散策)ー 

ー横浜クルーズ(山下公園マリーンルージュ)ー各地(19:45～20:15) 

【出発日】2/23(土) 3/2(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。

奥田農園

【コース】各地(7:00～7:30)—一宮(朝食:モーニングセット)ー 

ー奥田農園(いちご狩り)ー金神社(参拝)ー三光稲荷神社(参拝)・・ 

・・犬山城下町(自由食・散策)ー各地(17:30～18:00) 

【出発日】2/16(土)催行予定催行予定催行予定催行予定 3/3(日)決定決定決定決定 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円

★★★★

【コース】各地(13:15～13:45)— 

ーホクト文化ホール大ホール(演奏会)ー各地(22:45～23:15) 

■■■■17:3017:3017:3017:30開演開演開演開演    ■Ｓ■Ｓ■Ｓ■ＳSSSS席席席席    

【出発日】4/13(土)決定決定決定決定【食 事】朝:× 昼:× 夕:○弁当 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。    

★驚く程の声量と端正な顔立ちで人気急上昇中の演歌界のプリンス★驚く程の声量と端正な顔立ちで人気急上昇中の演歌界のプリンス★驚く程の声量と端正な顔立ちで人気急上昇中の演歌界のプリンス★驚く程の声量と端正な顔立ちで人気急上昇中の演歌界のプリンス    

    福田こうへい。福田こうへい。福田こうへい。福田こうへい。

【コース】各地(8:45～9:15)—松本市内(昼食:和食)ー 

ーキッセイ文化ホール(コンサート)ー各地(17:00～17:30) 

■■■■12:3012:3012:3012:30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】3/27(水)決定決定決定決定【食 事】朝:× 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。    

★★★★

【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) 

■■■■13:3013:3013:3013:30公演公演公演公演    ■■■■SSSS席席席席 

【出発日】2/1(金)残席僅か残席僅か残席僅か残席僅か【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。    

★★★★

【コース】各地(5:30～6:00)—お台場++(ゆりかもめ)++豊洲市場 

(見学・自由食)++(ゆりかもめ)++お台場(散策)ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】1/31(木) 2/9(土) 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

完熟ミニトマト狩り&伊良湖ビューホテルランチブッフェ 

★★★★

【コース】各地(6:30～7:00)—農産物の買物ー 

ー田原町(ミニトマト狩り)ー伊良湖岬菜の花ガーデン(菜の花見学)ー 

ー伊良湖ビューホテル(ランチブッフェ)ー各地(19:15～19:45) 

【出発日】3/21(木祝) 24(日) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円

    

★★★★2019201920192019年、年、年、年、2222年ぶりに帝国劇場でレ・ミゼラブルが再演されます！年ぶりに帝国劇場でレ・ミゼラブルが再演されます！年ぶりに帝国劇場でレ・ミゼラブルが再演されます！年ぶりに帝国劇場でレ・ミゼラブルが再演されます！    

    

【コース】各地(6:15～6:45)—都内(昼食)ー 

ー帝国劇場(観劇)ー各地(20:00～20:30) 

■■■■13:0013:0013:0013:00公演公演公演公演    ■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席    

【出発日】5/8(水)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。    

南座新開場記念!南座新開場記念!南座新開場記念!南座新開場記念!

★「都をどり」の南座公演は★「都をどり」の南座公演は★「都をどり」の南座公演は★「都をどり」の南座公演は1952195219521952年以来、年以来、年以来、年以来、67676767年ぶり。日本最古の年ぶり。日本最古の年ぶり。日本最古の年ぶり。日本最古の    

    劇場「南座」は、耐震改修を終え、平成劇場「南座」は、耐震改修を終え、平成劇場「南座」は、耐震改修を終え、平成劇場「南座」は、耐震改修を終え、平成30303030年年年年11111111月に新開場。月に新開場。月に新開場。月に新開場。    

    生まれ変わった南座が迎える初めての春を華やかに彩る、生まれ変わった南座が迎える初めての春を華やかに彩る、生まれ変わった南座が迎える初めての春を華やかに彩る、生まれ変わった南座が迎える初めての春を華やかに彩る、    

    平成を締めくくる「都をどり」に期待しましょう。平成を締めくくる「都をどり」に期待しましょう。平成を締めくくる「都をどり」に期待しましょう。平成を締めくくる「都をどり」に期待しましょう。

【コース】各地(6:30～7:00)—祇園(散策・買物)・・ 

・・南座(都をどり)ー東山(昼食：ゆば料理)ー各地(19:00～19:30) 

■■■■12:3012:3012:3012:30公演公演公演公演    ■一等観覧席■一等観覧席■一等観覧席■一等観覧席    

【出発日】4/18(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 ※ガイド乗務いたしません。    

★(★(★(★(1/241/241/241/24)星組)星組)星組)星組    『霧深きエルベのほとり』『『霧深きエルベのほとり』『『霧深きエルベのほとり』『『霧深きエルベのほとり』『ESTRELLASESTRELLASESTRELLASESTRELLAS～星たち～』～星たち～』～星たち～』～星たち～』    

《主演》紅ゆずる《主演》紅ゆずる《主演》紅ゆずる《主演》紅ゆずる    綺咲愛里綺咲愛里綺咲愛里綺咲愛里    

★(★(★(★(2/232/232/232/23)花組)花組)花組)花組    祝祭喜歌劇『祝祭喜歌劇『祝祭喜歌劇『祝祭喜歌劇『CASANOVACASANOVACASANOVACASANOVA』』』』

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

★(★(★(★(4/74/74/74/7)月組)月組)月組)月組    グランステージ『夢現夢双－吉川栄治原作「宮本武蔵より」ー』グランステージ『夢現夢双－吉川栄治原作「宮本武蔵より」ー』グランステージ『夢現夢双－吉川栄治原作「宮本武蔵より」ー』グランステージ『夢現夢双－吉川栄治原作「宮本武蔵より」ー』

                                レビュー・エキゾチカ『クレンテープ天使の都』レビュー・エキゾチカ『クレンテープ天使の都』レビュー・エキゾチカ『クレンテープ天使の都』レビュー・エキゾチカ『クレンテープ天使の都』    

《主演》珠城りょう《主演》珠城りょう《主演》珠城りょう《主演》珠城りょう    美園さくら美園さくら美園さくら美園さくら    

【コース】各地(5:10～5:40)—宝塚大劇場(観劇・ 

・昼食:弁当)—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】1/24(木)星組残席僅か残席僅か残席僅か残席僅か    2/23(土)花組 4/7(日)月組 

【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。    

～日本のまつり・故郷の味～ 

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー東京ドーム(ふるさと祭り東京2019見学・自由食)— 

—各地(19:00～19:30) 

【出発日】1/13(日)決定決定決定決定 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

【コース】各地(5:30～6:00)— 

ー川崎大師平間寺(初詣)ー 

ー品川プリンスホテル(昼食)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】1/26(土) 2/14(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。

【コース】各地(7:00～7:30)—長野ビッグハット 

(観覧)ー長野市(昼食)ー各地(18:00～18:30) 

■■■■11:0011:0011:0011:00公演公演公演公演    ■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席■Ｓ席    

【出発日】1/19(土)残席僅か残席僅か残席僅か残席僅か 

【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。    

3552355235523552    3535353535353535    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3543354335433543    

滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り    

3517351735173517    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3550355035503550    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3510351035103510    

三重日帰り三重日帰り三重日帰り三重日帰り    

3508350835083508    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3533353335333533    

3496349634963496    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3541354135413541    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3527352735273527    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3538353835383538    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3528352835283528    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3540354035403540    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3529352935293529    

京都日帰り京都日帰り京都日帰り京都日帰り    

3544354435443544    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3497349734973497    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

1295129512951295    

兵庫日帰り兵庫日帰り兵庫日帰り兵庫日帰り    




