
 

 
ジャズドリーム長島 

★今年の7月にオープンしたばかりのベビースター

ラーメンのテーマ―パークで工場見学とオリジナル

ベビースター作り体験を楽しもう！ 

★国内最大規模のアウトレットでお買い物&自由食

たっぷり3時間！ 

【コース】各地(6:00～6:30)ー 

ーおやつタウン(見学)ージャズドリーム長島 

(自由食・買物)ー各地(18:30～19:00) 

【出発日】11/5(火) 19(火) 
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

近江牛すき焼き御膳 
★たねやの和菓子や洋菓子などのお買い物。 

★近江牛精肉店ならではのこだわりのすき焼き。 

★安土城の天守上部を原寸復元した信長の館。 

【コース】各地(6:45～7:15)ー 

ーラ・コリーナ近江八幡(見学・買物)ー 

ー近江八幡(昼食)ー信長の館(見学)ー 

ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】11/7(木) 12(火)催行予定

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

★皇室の宮ノ下御用邸として造営された純日本建築の建物で和食膳。★秩父宮同妃両殿下の別邸跡を整備
した公園を散策。★箱根町から桃源台まで約35分間の芦ノ湖クルーズ。 
【コース】各地(6:00～6:30)ー秩父宮記念公園(見学)ー鈴廣かまぼこ(買物)ー 

ー富士屋ホテル別館菊華荘(昼食)ー箱根海賊船(乗船)ー各地(18：45～19:15) 

【出発日】8/22(木)決定 11/29(金) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 ■無料ご招待券利用不可 

★女性に人気の「河合神社」で美人祈願! 

★京都随一の金運のパワースポット「御金神社」 

★京都でNo1インスタ映えスポット「八坂庚申堂」 

【コース】各地(5:30～6:00)ー河合神社(参拝)ー 

ー御金神社(参拝)ー東山(昼食:湯葉料理)･･ 

･･八坂庚申堂(参拝)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】10/12(土)  

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

京都パワースポット巡り  

晴明神社と上賀茂神社 
★安倍晴明をお祀りする京都最強パワースポット 

★上賀茂神社は最強の厄除けスポット。 

★ホテル最上階からの眺望を楽しめるバイキング 
【コース】各地(5:30～6:00)ー上賀茂神社(参拝)ー 

ー京都ホテルオークラ(ランチバイキング)ー 

ー晴明神社(参拝)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】9/13(金) 11/13(水) 
【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。 

＆  
★リピーター続出。取扱量日本一のうなぎ問屋が経営するうなぎ料理専門店で厳選うなぎと、熟練の技で
焼きあげるうな重は絶品です。抹茶の産地西尾市で抹茶の製造工場の見学や試飲やお買い物。 

【コース】各地(6:45～7:15)ー抹茶ミュージアム西条園和く和く(工場見学)ー 

一色(昼食)ーラグーナテンボス(買物)ー各地(16:45～17:15) 

【出発日】11/4(月祝) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 ※ガイド乗務いたしません。 

 

★塔のへつりは、百万年の歳月をかけて浸食と風化を繰り返した景観 
★江戸時代に宿場町として栄えた茅葺屋根の家屋が立ち並ぶ大内宿。 
★絶景露天風呂と、日本の四季を味で愉しむ上級懐石が自慢の老舗宿 
【コース】①各地(5:30～6:00)ー 
ー猪苗代(昼食)－野口英世記念館(見学)ー芦ノ牧温泉(泊) 
②ホテルー塔のへつり(見学)ー大内宿(散策)ー 
ー鶴ヶ城公園(昼食・買物)･･鶴ヶ城(入城)ー各地(20:30～21:00) 

【出発日】11/11～12(月火) 
【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 【宿泊】芦ノ牧温泉 大川荘 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

金沢名所めぐりと山中温泉1泊2日 
★岐阜県と石川県を結ぶ山岳ドライブコース。秋は紅葉の大パノラマ
を楽しめます。金沢の代表的な観光名所も巡ります。 
★ご宿泊は、風情ある温泉街の街歩きも楽しめる山中温泉。 
【コース】①各地(6:00～6:30)ー 
ー白山白川郷ホワイトロード(紅葉ドライブ)－白山市(昼食)－ 
ー白山比咩神社(参拝)ー山中温泉(泊) 
②ホテルー近江町市場(買物)ー兼六園(見学)ー 
ー金沢市内(昼食)ーひがし茶屋街(見学)ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】10/17～18(木金) 
【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 【宿泊】山中温泉 かがり吉祥亭 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

上高地帝国ホテルの昼食会＆上高地河童橋 

★信州が誇る日本有数の山岳リゾート上高地。大正池から河童橋までの気軽なウォーキングとあわせて、

ちょっとリッチに、上高地帝国ホテルで伝統のフランス料理をお楽しみ下さい。 

【コース】各地(7:00～7:30)ー 

ー大正池(散策)･･上高地帝国ホテル(昼食)･･河童橋(散策)ー 

ーHAMAフラワーパーク(見学・買物)ー各地(18:30～19:00) 

【出発日】10/31(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。 

3609 
愛知日帰り 

熊野川瀞峡ジェット船＆南紀勝浦1泊2日 
★熊野那智大社は、熊野信仰の中心地として栄え多くの信仰を集めた
場所です。落差水量共に日本一の那智の滝の迫力を体感しましょう。 
★大自然が作り上げた壮大な断壁を真近にご覧いただけるクルーズ。 
【コース】①各地(5:15～5:45)ー 
ー瀞峡(昼食)･･瀞峡ウォータージェット船(乗船:約2時間)ー 
ー南紀勝浦温泉(泊) 
②ホテルー熊野那智大社(参拝)･･青岸渡寺(参拝)･･ 
･･那智の滝(見学)ー熊野速玉大社(参拝)ー七里御浜(昼食)ー 
ー尾鷲(海産物の買物)ー各地(19:45～20:15) 

【出発日】9/26～27（木金） 
【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 【宿泊】南紀勝浦温泉 かつうら御苑 

【代金】お一人様 4名1室 円 
 3名1室 円 2名1室 円 

★旧国鉄篠ノ井線のレンガ積みの漆久保トンネルや当時の

信号機などの面影が残るコースを歩きます。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー 

ー旧国鉄篠ノ井線廃線敷ウォーキング･･ 

･･大王わさび農場(昼食・見学)ー 

ー安曇野ちひろ美術館(見学)ー各地(17:45～18:15) 

【出発日】10/29(火) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

★ハイキング初級者 ◆歩行距離9キロ・所要:4時間 

※ガイド乗務いたしません。 

3631 
長野日帰り 

3571 
京都日帰り 3570 

長野日帰り 

3622 
京都日帰り 

3617 
滋賀日帰り 三重日帰り 

3629 
 

3630 
3628 

富士山五合目
甲斐一宮ぶどう狩り 

★マイカー規制の富士山五合目まで爽快ドライブ! 

★ぶどうの王様巨峰狩り食べ放題！ 

【コース】各地(5:45～6:15)ー 

ー(富士スバルライン)ー富士山五合目(散策)ー 

ー河口湖(ランチバイキング)－ 

ー山梨県立リニア見学センター(見学)ー 

ー甲斐一宮(ぶどう狩り)ー各地(18:30～19:00) 

【出発日】9/4(水)決定 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

～ ～ 
★デビュー曲「箱根八里の半次郎」をリリースしてから20年、演歌界

の先頭で走り続けている氷川きよしの20周年記念コンサート！ 

【コース】各地(13:15～13:45)ー 

ーまつもと市民芸術館(コンサート)ー 

ー各地(19:30～20:00) 

【出発日】11/7(木)決定 
【食 事】朝:× 昼:× 夕:〇パン 

【代 金】 円 

◆１6時公演 ◆全席指定 

※ガイド乗務いたしません。 

豊洲新市場 

★築地の名店が多数移転した豊洲市場で見学買物 

★豊洲駅からゆりかもめに乗換えて入場します。 

★都庁の地上202ｍから大都会東京の街を展望。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー(ゆりかもめ)++ 

++豊洲市場(見学・自由食)++(ゆりかもめ)ー 

ー東京都庁展望室(見学)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】9/6(金) 11/18(月) 
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

★歌川広重の東海道五十三次にも描かれた、富士山と駿河

湾の絶景スポットさった峠越えの道を歩きます。 

★昼食は、由比名物の桜えびづくし御膳をご用意! 

【コース】各地(5:30～6:00)ー興津川･･さった峠･･ 

･･由比宿(昼食)ー東海道広重美術館(見学)･･ 

･･ゆい桜えび館(買物)ー各地(19:15～19:45) 

【出発日】11/14(木) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

★ハイキング初級者 ◆歩行距離8キロ・所要:2.5時間 

※ガイド乗務いたしません。 

★2018年には、シングル「プロポーズ」が10万枚越えの大ヒットで 

念願のNHK紅白歌合戦にも初出場! 

【コース】各地(13:15～13:45)ー瑞穂区(夕食)ー 

ーウィンクあいち大ホール(純烈 

コンサート)ー各地(22:00～22:30) 

【出発日】8/26(月) 残り5席

【食 事】朝:× 昼:× 夕:○ 

【代 金】 円 

◆18時公演 ◆全席指定  

■無料ご招待券利用不可 

※ガイド乗務いたしません。 

 
★1952年にアカデミー賞を受賞“アメリカ音楽の魂”と称されるガー

シュウィン兄弟の代表曲が散りばめられた同名映画に想を得たミュー

ジカル。スタイリッシュなダンスが描くパリの恋をお楽しみ下さい。 

【コース】各地(8:45～9:15)ー名古屋マリオットアソシアホテル 

(バイキング)ー名古屋四季劇場(観劇)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】10/9(水)決定 

【食 事】朝:× 昼:〇 夕:× 

【代 金】 円 

◆１3時30分公演 ◆Ｓ席 

■無料ご招待券利用不可 

※ガイド乗務いたしません。 

3593 

3592 
愛知日帰り 

3607 
山梨日帰り 

3612 
長野日帰り 

3613 
愛知日帰り 

3588 
東京日帰り 

3620 
静岡日帰り 
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