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★世田谷区三宿エリアで開催される、国内最大のパンの祭典。世田

谷の人気店の他、日本中から人気のパン屋さん、フード、ドリンク

ショップなど、約１２０店舗が出店し、自慢の味を振る舞います。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー世田谷パン祭り 

(４.５時間フリータイム･自由食)―各地(19:30～20:00)

【出発日】10/13(日)  
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

★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。 

★雑貨から衣服、食べ物まで、約３５０店舗が出店。 

★京都市内の自由観光にもおススメです。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー百万遍知恩寺(たっぷり 

６時間フリータイム･自由食)―各地(20:00～20:30)

【出発日】10/15(火) 11/15(金) 
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

2888 
京都日帰り 

川越プリンスホテルのバイキング 
★縁むすびの神様として 

知られる川越氷川神社で 

開催される夏の祭事。 

★境内には色鮮やかな 

江戸風鈴が二千個以上、 

掛けられています。 

【コース】各地(6:00～6:30)ー川越氷川神社ー 

ー川越(昼食)ー川越まつり会館･･蔵造りの町並みー 

ーサイボクハム(買物)ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】9/3(火) 8(日) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

山路智恵絵手紙美術館 
★日本三大峡谷の一つ、新潟県十日町市の「清津峡」。全長750mの「清津峡渓

谷トンネル」では、水鏡に映り込む大峡谷の景色を鑑賞することができます。 

★小学校入学式の日から一日も休まず絵手紙を描き続けた山路智恵さん。畳大

の和紙に東京の風景や人物を描いた「東京百景」を公開中。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー清津峡渓谷トンネル(散策)－ 

ー南魚沼(昼食･買物)ー山路智恵絵手紙 

美術館(見学)－各地(19:00～19:30) 

【出発日】11/1(金) 4(月祝) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

★袋井の新たな夏の風物 

詩「遠州風鈴まつり」 

★可睡齋では約3000個の 

江戸風鈴、法多山は願掛 

け風鈴等趣向を凝らした 

風鈴の装飾が行われます。 

【コース】各地(6:00～6:30)ー法多山尊永寺(参拝) 

ー掛川(昼食)ー可睡斎(参拝)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】8/26(月) 29(木) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

追悼水木しげるゲゲゲの人生展 
ザ・フジヤゴホンジンのイタリアン 

★とんねるずとして活躍する一方、アトリエを持ち画家と

しても活動している木梨憲武さんの展覧会です。 

★「ゲゲゲの鬼太郎」を生み出した漫画家・水木しげる氏

が遺した作品等を徹底的に振り返る回顧展の決定版。 

【コース】各地(7:30～8:00)ー 

ー北野カルチュラルセンター(木梨憲武展)ー 

ー善光寺仲見世(昼食・散策)ー水野美術館(追悼 

水木しげるゲゲゲの人生展)ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】11/14(木) 21(木) 
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 
※ガイド乗務いたしません。 

★令和を迎え新たな気持ちで、伊勢神宮を参拝に出かけましょう。  
★地中海のリゾートをイメージした白い街並みがインスタ映えします!  
★2018年8月にオープンした絶景展望台 横山天空カフェテラス。 
【コース】①各地(6:00～6:30)―二見興玉神社(参拝)ー伊勢神宮外宮(参拝)ー伊勢(昼食)ー 
ー伊勢神宮内宮(参拝)･･おかげ横丁(散策)ー鳥羽(泊) 
②ホテルー志摩地中海村(見学)ー横山展望台(見学)―鳥羽(昼食)ー海産物の買物―各地(19:45～20:15) 

【出発日】9/5～6(木金) 【食 事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 【宿 泊】鳥羽温泉郷 戸田家 

【代 金】お一人様 4名1室 円 3名1室 円  2名1室 円 

3590 
東京日帰り 

 

 
アパリゾート上越妙高

★紅葉シーズンに今年も特別運行!片道約18分の天空遊覧で気軽に紅葉を楽しも

う。山頂駅展望デッキからは野尻湖や北信の山々も眺望できます。 

★妙高山を望む広大なエリアに、日本最大級15万本のコキアが一面に広がりま

す。鮮やかに紅葉して真っ赤に染め上がった姿はまるで魔法の絨毯です。 

【コース】各地(6:15～6:45)ー妙高杉ノ原ゴンドラ(往復乗車)ー 

ーアパリゾート上越妙高(昼食・ 

コキア見学)ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】10/29(火) 31(木) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

3626 
新潟日帰り 

3618 

越中八尾おわら風の盆 
★３００年余り踊りつがれてきた「越中おわら」。その唄と踊りは、

事情豊かで、気品高く、哀調の中に優雅な趣を有しています。 

★夜行日帰りコースの昼食夕食付きで、たっぷりとお楽しみ下さい。 

【コース】各地(8:45～9:15)ー白川郷(昼食)ー 

ー白川郷合掌造り集落(散策)ー富山市内(夕食)ー 

ー越中八尾おわら風の盆(見学)ー各地(翌3:45～4:15)

【出発日】9/1(日) 
【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。

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。 

 
★白馬岩岳山頂に2018年秋にオープンした話題のスポット。白馬三山を正面に北

アルプスの絶景が一望できる山頂テラスが人気です。 

★大峰高原にある、高さ12m樹齢250年を超える大樹。10月の色付きから黄色や赤

へ七色の変化を見せてくれます。NHK朝の連続テレビ小説「おひさま」の舞台。 

【コース】各地(7:00～7:30)ー大峰高原七色大カエデ(見学)－ 

ー白馬東急ホテル(昼食)ー白馬岩岳ゴンドラリフト(往復乗車)･･ 

･･ハクバマウンテンハーバー(見学)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】  
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

★東京都庭園美術館では、朝香宮邸として建てられた、

アール・デコ様式の洋館を美術館として公開しています。 

★都指定有形文化財「百段階段」では、毎週流派が変わる

花の祭典。総数45流派が集う美の共演をお楽しみ下さい。 

★ランチタイムは約40種類の料理をブッフェスタイルで。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー東京都庭園美術館(見学)ーホテル雅叙園東京 

(見学・昼食)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】10/17(木) 11/15(金) 
【食 事】朝:〇 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。 

3621 
東京日帰り 

★２０１８年６月にお台場にオープン!10,000㎡もの巨大空間に、 

デジタルアートを詰め込んだ「境界のない１つの世界」を体験でき

る、まったく新しいデジタルアートミュージアムです。 

【コース】各地(5:30～6:00)ーお台場パレットタウン 

(チームラボボーダレス見学)･･お台場(フリータイム・ 

自由食)ー各地(19:00～19:30)

【出発日】9/22(日) 10/14(月祝) 
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

3604 

伊勢神宮両参り 
★伊勢神宮外宮と内宮の両参りの日帰りプランです。 

★新元号「令和」の初詣へ気軽に出かけましょう。 

【コース】各地(6:00～6:30)ー伊勢神宮外宮(参拝)ー 

ー伊勢(昼食)ー伊勢神宮内宮(参拝)･･ 

･･おかげ横丁(買物)ー各地(18:50～19:20) 

【出発日】8/24(土)決定 10/1(火) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 
※ガイド乗務いたしません。 

3619 
長野日帰り 

3624 
埼玉日帰り 

3575 
東京日帰り 

3603 

3625 
新潟日帰り 

3623 
長野日帰り 

知多半島  

 

 

 

 

 

 

★花ひろばでは、季節のお花を10本(ひまわりは5本)お持ち帰り頂けます。 

★つくだ煮街道にて、つくだ煮すくい取り1パック&とろさんま釜めし試食。 

★明太子の老舗かねふくが運営する明太子専門テーマパークでお買い物。 

★えびせんべいの里のえびせんべい、おかき屋辰心のおかきもお土産に。 

★昼食は、まるは食堂名物のエビフライ定食をご用意。 

【コース】各地(6:45～7:15)ーえびせんべいの里(買物)ー 

ーつくだ煮街道(体験・買物)ー観光農園花ひろば(花摘み体験)ー 

ーまるは食堂(昼食)ーめんたいパークとこなめ(買物)ー 

ーおかき屋辰心(買物)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

信州中野シャインマスカット狩り 
ひとめ100万本!黒姫高原コスモス園 

小布施食べ歩き&松茸ごはん食べ放題! 
 

 

 

 

 

 

★黒姫山の麓から見渡す一面のコスモスは圧巻のひとこと。 

 ひとめ100万本のコスモスは町の花にもなっています。 

 新聞記者が選ぶ日本一のコスモスにも選定! 

★香りが高く、皮ごと食べられて美味しい、 

 シャインマスカットを1房収穫体験! 

★秋の小布施の町並みでは、4種類のお菓子食べ歩きチケット付き! 

★信州フルーツランドレストランで、松茸ごはん食べ放題の昼食です。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー旬花咲く黒姫高原(見学)ー 

ー信州フルーツランド(昼食・シャインマスカット狩り)ー 

ー小布施(食べ歩き・買物)ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】  
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 
3614 
長野日帰り 

3615 
愛知日帰り 

※お渡し済みの割引券･招待券利用可能 

※はーとべるツアーグッズの 

 ちょっぴりプレゼント付き! 

※お渡し済みの割引券･招待券利用可能 

※はーとべるツアーグッズの 

 ちょっぴりプレゼント付き! 
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★三方五湖の内の水月湖と菅湖を約４０分の遊覧。 

★年代測定の世界標準のものさし「年縞」を展示。 

【コース】各地(6:00～6:30)ー 

ー三方五湖レイククルーズ(乗船)ー年縞博物館(見学)ー 

ー日本海さかな街(昼食・買物)ー各地(18:30～19:00) 

【出発日】9/4(水) 10/18(金) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

3616 
福井日帰り 


