
 

鳥取砂丘＆皆生温泉・はわい温泉山陰  

★「縁結びの最強スポット出雲大社に行ってみたい!」そんな熱いリクエストにお答えし★「縁結びの最強スポット出雲大社に行ってみたい!」そんな熱いリクエストにお答えし★「縁結びの最強スポット出雲大社に行ってみたい!」そんな熱いリクエストにお答えし★「縁結びの最強スポット出雲大社に行ってみたい!」そんな熱いリクエストにお答えし2222泊泊泊泊

3333日の旅を企画しました。★「足立美術館」の日本庭園は、アメリカの日本庭園専門誌ラン日の旅を企画しました。★「足立美術館」の日本庭園は、アメリカの日本庭園専門誌ラン日の旅を企画しました。★「足立美術館」の日本庭園は、アメリカの日本庭園専門誌ラン日の旅を企画しました。★「足立美術館」の日本庭園は、アメリカの日本庭園専門誌ラン

キングで「キングで「キングで「キングで「15151515年連続日本一」に選ばれています。年連続日本一」に選ばれています。年連続日本一」に選ばれています。年連続日本一」に選ばれています。    

★鳥取砂丘には、世界初の「砂」を素材にした彫刻作品である「砂像」を展示する「砂の美★鳥取砂丘には、世界初の「砂」を素材にした彫刻作品である「砂像」を展示する「砂の美★鳥取砂丘には、世界初の「砂」を素材にした彫刻作品である「砂像」を展示する「砂の美★鳥取砂丘には、世界初の「砂」を素材にした彫刻作品である「砂像」を展示する「砂の美

術館」があります。術館」があります。術館」があります。術館」があります。    

【コース】①各地(5:15～5:45)—津山(昼食)—足立美術館(見学)ー皆生温泉(泊) 

②ホテルー出雲大社(案内人付参拝)ー由志園(昼食・見学)ー 

ー水木しげる記念館(見学)ーはわい温泉(泊) 

③ホテルー鳥取砂丘砂の美術館(見学・散策)ー賀露港(昼食・買物)ー 

ー各地(20:30～21:00) 

【出発日】6/19～21(水木金)【食 事】朝:3 昼:3 夕:2 

【宿 泊】①皆生グランドホテル天水 ②はわい温泉 望湖楼 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

 

★雄大な景勝地日本三大渓谷美寒霞渓をロープウェイで空中散歩。★雄大な景勝地日本三大渓谷美寒霞渓をロープウェイで空中散歩。★雄大な景勝地日本三大渓谷美寒霞渓をロープウェイで空中散歩。★雄大な景勝地日本三大渓谷美寒霞渓をロープウェイで空中散歩。    

★二十四の瞳映画村とオリーブ園の見学で小豆島を満喫しましょう。★二十四の瞳映画村とオリーブ園の見学で小豆島を満喫しましょう。★二十四の瞳映画村とオリーブ園の見学で小豆島を満喫しましょう。★二十四の瞳映画村とオリーブ園の見学で小豆島を満喫しましょう。    

★ホテルはエンジェルロードへ徒歩★ホテルはエンジェルロードへ徒歩★ホテルはエンジェルロードへ徒歩★ホテルはエンジェルロードへ徒歩10101010分の好立地のホテル。分の好立地のホテル。分の好立地のホテル。分の好立地のホテル。    

【コース】①各地(5:45～6:15)—姫路市(昼食:和定食)ー姫路港～ 

～(小豆島急行フェリー)～福田港ー寒霞渓ロープウェイ(乗車)ー小豆島(泊) 

②ホテルー小豆島オリーブ園(見学)ー二十四の瞳映画村(見学)—佃煮工場(見学)ー 

ー島内(昼食)—福田港～(小豆島急行フェリー)～姫路港ー各地(20:45～21:15) 

【出発日】5/27～28(月火) 

【食事】朝:2 昼:2 夕:1 【宿泊】小豆島グランドホテル水明 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

3579357935793579    

    

3578357835783578    

    

母の日企画!高橋まゆみ人形館 

飯山アスパラガス狩り 

★何かとお忙しいお母さんへ。この日くらいは羽を伸ばしリフレッ★何かとお忙しいお母さんへ。この日くらいは羽を伸ばしリフレッ★何かとお忙しいお母さんへ。この日くらいは羽を伸ばしリフレッ★何かとお忙しいお母さんへ。この日くらいは羽を伸ばしリフレッ    

シュ!★信州一のアスパラ産地飯山で、アスパラシュ!★信州一のアスパラ産地飯山で、アスパラシュ!★信州一のアスパラ産地飯山で、アスパラシュ!★信州一のアスパラ産地飯山で、アスパラ300300300300ｇの収穫体験＆ｇの収穫体験＆ｇの収穫体験＆ｇの収穫体験＆    

試食付きのアスパラ狩り。★母の日ならではの、カーネーション試食付きのアスパラ狩り。★母の日ならではの、カーネーション試食付きのアスパラ狩り。★母の日ならではの、カーネーション試食付きのアスパラ狩り。★母の日ならではの、カーネーション1111本本本本    

＆ホールパイ＆小布施名物＆ホールパイ＆小布施名物＆ホールパイ＆小布施名物＆ホールパイ＆小布施名物5555品食べ歩きチケット付き。品食べ歩きチケット付き。品食べ歩きチケット付き。品食べ歩きチケット付き。    

【コース】各地(6:15～6:45)—飯山市(アスパラガス狩り)— 

—高橋まゆみ人形館(見学)—信州フルーツランド(昼食・買物)— 

—小布施(食べ歩き・買物)—各地(18：00～18:30) 

【出発日】5/14(火) 20(月) 

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円    

★熱いリクエストにお答えし、「びわ」の本場「南房総」まで『日帰★熱いリクエストにお答えし、「びわ」の本場「南房総」まで『日帰★熱いリクエストにお答えし、「びわ」の本場「南房総」まで『日帰★熱いリクエストにお答えし、「びわ」の本場「南房総」まで『日帰

り』で出かける遠大なコースです!明治り』で出かける遠大なコースです!明治り』で出かける遠大なコースです!明治り』で出かける遠大なコースです!明治42424242年から皇室へ毎年献上して年から皇室へ毎年献上して年から皇室へ毎年献上して年から皇室へ毎年献上して

いる初夏の味覚「房州びわ」。肉厚たっぷりな大粒の果実で、みずみいる初夏の味覚「房州びわ」。肉厚たっぷりな大粒の果実で、みずみいる初夏の味覚「房州びわ」。肉厚たっぷりな大粒の果実で、みずみいる初夏の味覚「房州びわ」。肉厚たっぷりな大粒の果実で、みずみ

ずしさが特徴です。この時期だけの体験をお楽しみ下さい。ずしさが特徴です。この時期だけの体験をお楽しみ下さい。ずしさが特徴です。この時期だけの体験をお楽しみ下さい。ずしさが特徴です。この時期だけの体験をお楽しみ下さい。    

【コース】各地(5:30～6:00)—南房総(びわ狩り)— 

—富浦(昼食・買物）—各地(21:00～21:30) 

【出発日】5/26(日) 6/4(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。    

明野ブルーベリー狩り 

★北杜市の旬の味覚でお腹一杯の人気コース!大粒の甘～い!さくらん★北杜市の旬の味覚でお腹一杯の人気コース!大粒の甘～い!さくらん★北杜市の旬の味覚でお腹一杯の人気コース!大粒の甘～い!さくらん★北杜市の旬の味覚でお腹一杯の人気コース!大粒の甘～い!さくらん    

    ぼ狩り&ブルーベリー食べ放題&シャトレーゼのワイン工場見学。ぼ狩り&ブルーベリー食べ放題&シャトレーゼのワイン工場見学。ぼ狩り&ブルーベリー食べ放題&シャトレーゼのワイン工場見学。ぼ狩り&ブルーベリー食べ放題&シャトレーゼのワイン工場見学。    

★昼食は、山梨名物もあるランチバイキングです。★昼食は、山梨名物もあるランチバイキングです。★昼食は、山梨名物もあるランチバイキングです。★昼食は、山梨名物もあるランチバイキングです。    

【コース】各地(6:45～7:15)—清里(さくらんぼ狩り)— 

—農産物の買物—八ヶ岳(ランチバイキング)— 

—清泉寮(見学・買物)—明野(ブルーベリー狩り)— 

—シャトレーゼベルフォーレワイナリー(見学）—各地(18：15～18:45) 

【出発日】6/27(木) 29(土) 30(日) 7/2(火) 4(木) 

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円    

江ノ島&横浜

★マグロで有名な三浦半島三崎港で豪華なマグロづくしの料理。★マグロで有名な三浦半島三崎港で豪華なマグロづくしの料理。★マグロで有名な三浦半島三崎港で豪華なマグロづくしの料理。★マグロで有名な三浦半島三崎港で豪華なマグロづくしの料理。    

★★★★YOKOSUKAYOKOSUKAYOKOSUKAYOKOSUKA軍港めぐりは、日米の艦船を見れる唯一のクルーズ軍港めぐりは、日米の艦船を見れる唯一のクルーズ軍港めぐりは、日米の艦船を見れる唯一のクルーズ軍港めぐりは、日米の艦船を見れる唯一のクルーズ    

★朝ドラまんぷくで人気を集めるカップヌードルミュージアム。★朝ドラまんぷくで人気を集めるカップヌードルミュージアム。★朝ドラまんぷくで人気を集めるカップヌードルミュージアム。★朝ドラまんぷくで人気を集めるカップヌードルミュージアム。    

【コース】①各地(6:00～6:30)—三崎(昼食：まぐろ料理)ー 

ーYOKOSUKA軍港めぐり(乗船)ー横浜桜木町(泊)・・(自由夕食) 

②ホテルーカップヌードルミュージアム横浜(見学)ー 

—江ノ島(昼食：しらす料理)・・江ノ島(散策)—各地(18:45～19:15) 

【出発日】7/11～12(木金)【食事】朝:2 昼:2 夕:× 

【宿泊】横浜桜木町ワシントンホテル 

【代金】お一人様 2名1室 円 

         1名1室 円 

3559355935593559    

千葉日帰り千葉日帰り千葉日帰り千葉日帰り    

3556355635563556    

山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り    

3580358035803580    

第１位

なばなの里

★★★★

【コース】各地(12:30～13:00)ー 

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】3/16(土)決定決定決定決定 4/6(土) 

【食 事】朝:× 昼:× 夕:○パン 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

信州花フェスタ2019サブ会場 

鳥川渓谷緑地

【コース】各地(6:45～7:15)ー 

ー鳥川渓谷緑地(ハイキング)ー国営アルプスあずみの 

公園(堀金穂高散策)ーほりで～ゆ～四季の郷 

（昼食・入浴)—各地(17:30～18:00) 

【出発日】6/10(月) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

★ハイキング初級者 ★歩行距離4キロ・所要:3時間 

※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★驚く程の声量と端正な顔立ちで人気急上昇中の★驚く程の声量と端正な顔立ちで人気急上昇中の★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。演歌界のプリンス福田こうへい。演歌界のプリンス福田こうへい。演歌界のプリンス福田こうへい。    

★★★★

【コース】各地(8:45～9:15)— 

ー松本市内(昼食:和食)ーキッセイ文化ホール 

(コンサート)—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。    

昨年の昨年の昨年の昨年の6666月にオープンした、大人気の水族館うみ月にオープンした、大人気の水族館うみ月にオープンした、大人気の水族館うみ月にオープンした、大人気の水族館うみ    

    がたりは、国内で数頭しか飼育されていないがたりは、国内で数頭しか飼育されていないがたりは、国内で数頭しか飼育されていないがたりは、国内で数頭しか飼育されていない    

    シロイルカやマゼランペンギンの大群が見所。シロイルカやマゼランペンギンの大群が見所。シロイルカやマゼランペンギンの大群が見所。シロイルカやマゼランペンギンの大群が見所。    

    迫力満点のイルカショーも開催されています。迫力満点のイルカショーも開催されています。迫力満点のイルカショーも開催されています。迫力満点のイルカショーも開催されています。    

【コース】各地(6:30～7:00)— 

—上越市立水族博物館うみがたり(見学)— 

—上越市内(昼食)ーストックバスターズ上越店(買物)—

—各地(18:30～19:00) 

【出発日】3/18(月) 23(土)  

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】 円 

★★★★

【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)ー伊良湖ビューホテル(ランチブッフェ)ー 

ー各地(19:15～19:45) 

【出発日】3/21(木祝) 24(日) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円

【コース】各地(5:30～6:00)ー扇沢駅++ 

++(立山黒部アルペンルート)++室堂駅・立山(昼食)・・ 

・・室堂平(雪の大谷)++(立山黒部アルペンルート)++ 

++扇沢駅—各地(18:00～18:30) 

【出発日】5/23(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。

高尾山薬王院の精進料理 

★ミシュラン★ミシュラン★ミシュラン★ミシュラン3333ツ星に認定された、年間登山者ツ星に認定された、年間登山者ツ星に認定された、年間登山者ツ星に認定された、年間登山者300300300300    

    万人の人気の山。★大好評!高尾山薬王院の精進万人の人気の山。★大好評!高尾山薬王院の精進万人の人気の山。★大好評!高尾山薬王院の精進万人の人気の山。★大好評!高尾山薬王院の精進    

    料理の昼食を今年も用意しました。料理の昼食を今年も用意しました。料理の昼食を今年も用意しました。料理の昼食を今年も用意しました。    

【コース】各地(5:30～6:00)—高尾山駐車場・・ 

・・(高尾山ケーブルカー)・・高尾山山頂・・薬王院 

（昼食）・・高尾山駐車場—各地(18:30～19:00) 

【出発日】3/15(金)決定決定決定決定 

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】 円 

★ハイキング中級者 ★歩行距離5キロ・所要:4.５時間 

■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、2222年ぶりに帝国劇場でレ・ミゼラブル年ぶりに帝国劇場でレ・ミゼラブル年ぶりに帝国劇場でレ・ミゼラブル年ぶりに帝国劇場でレ・ミゼラブル    

    が再演されます！が再演されます！が再演されます！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。    

宝塚大劇場宝塚大劇場宝塚大劇場宝塚大劇場SSSS席観劇席観劇席観劇席観劇    

★(★(★(★(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「宮本武蔵よグランステージ『夢現夢双－吉川栄治原作「宮本武蔵よグランステージ『夢現夢双－吉川栄治原作「宮本武蔵よグランステージ『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』り」ー』レビュー・エキゾチカ『クレンテープ天使の都』り」ー』レビュー・エキゾチカ『クレンテープ天使の都』り」ー』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    

★★★★5/11(5/11(5/11(5/11(土土土土))))宙組宙組宙組宙組    ミュージカル『オーシャンズミュージカル『オーシャンズミュージカル『オーシャンズミュージカル『オーシャンズ11111111』』』』    

《主演》真風涼帆《主演》真風涼帆《主演》真風涼帆《主演》真風涼帆    星風まどか星風まどか星風まどか星風まどか    

【コース】各地(5:10～5:40)— 

ー宝塚大劇場(観劇・昼食:弁当)— 

ー各地(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】4/7(日)月組 5/11(土)宙組 

【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。    

★★★★

【コース】各地(13:15～13:45)— 

ー名古屋国際会議場センチュリーホール(コンサート)ー 

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。    

【コース】各地(6:00～6:30)ー 

ー赤坂サカス(散策）・・赤坂ACTシアター(観覧)— 

—各地(19:45～20:15) 

■■■■12:3012:3012:3012:30開演開演開演開演    ■■■■SSSS席席席席 

【出発日】6/8(土)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。

コンサートコンサートコンサートコンサート    

【コース】各地(8:30～9:00)ー軽井沢プリンス 

ショッピングプラザ(自由食・買物)—軽井沢大賀ホール 

（コンサート)—各地(21:15～21:45) 

■■■■15:0015:0015:0015:00開演開演開演開演    ■■■■SSSS席席席席 

【出発日】7/21(日)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。

3555355535553555    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3581358135813581    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3545354535453545    

新潟日帰り新潟日帰り新潟日帰り新潟日帰り    

3550355035503550    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3562356235623562    

富山日帰り富山日帰り富山日帰り富山日帰り    

3538353835383538    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3553355335533553    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3554355435543554    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3542354235423542    

三重日帰り三重日帰り三重日帰り三重日帰り    

3551355135513551    

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    

3540354035403540    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3528352835283528    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    


