
 

★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)決定 
【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。 

昼食≪和定食≫の日 
★やってきましたこの季節！今年も浜松の戸倉園さ

んでみかん10キロ収穫お持ち帰り＆食べ放題！ 

★今年の和定食は、ミニうなぎ陶板焼き定食です。 
【コース】各地(7:30～8:00)ー戸倉園(みかん狩り)ー 

ー浜名湖グルメパーク(昼食・買物)ー 

ー豊川稲荷(参拝)－各地(17:45～18:15) 

【出発日】11/19(火) 21(木) 25(月) 28(木) 

       12/2(月) 4(水) 5(木) 
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

★やってきましたこの季節！今年も浜松の戸倉園

さんでみかん10キロ収穫お持ち帰り＆食べ放題！ 

★地産地消のメニューが豊富なバイキングです。 
【コース】各地(7:00～7:30)ー戸倉園(みかん狩り)－ 

ー浜名湖レークサイドプラザ(ランチバイキング)－ 

ー豊川稲荷(参拝)－各地(17:45～18:15) 

【出発日】12/1(日) 7(土) 8(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。 

★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 

で忘新年会と熱田神宮&大須観音 
★忘新年会におススメ！お手頃価格で本場の新鮮なかに会席が楽しめる札幌かに本家のかに会席料理。 

★ちょっと気軽に年末お礼参りと初詣の名所熱田神宮＆大須観音の参拝。 

【コース】各地(7:30～8:00)ー熱田神宮(参拝)ー札幌かに本家(昼食)ー 

ー大須観音(参拝・買物)－各地(17:30～18:00) 

【出発日】12/22(日) 1/11(土) 
【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】11/29(金) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 ■無料ご招待券利用不可 

★崎っぽ料理とは、師崎周辺の知多半島先端の先っぽで水揚げされた魚介類を使った師崎を代表する生け
簀料理。南知多で目利きが完璧な漁師である料理人が作った漁師ならではの崎っぽ料理をご堪能下さい。 

【コース】各地(6:00～6:30)ーえびせんべいの里(買物)ー師崎漁港朝市 

(買物)－南知多(昼食)ーつくだ煮街道(買物)ー各地(17:00～17:30) 

【出発日】12/15(日) 19(木)  
【食 事】朝:○ 昼:〇 夕:×  ※ガイド乗務いたしません。 

【代 金】 円 ■無料ご招待券利用不可。 

★カゴメ野菜生活ファームは、「農業・工業・ 

・観光」が一体化した体験型野菜のテーマパーク。 

★南アルプスの天然水の工場見学＆試飲。 

【コース】各地(7:45～8:15)ー 

ーカゴメ野菜生活ファーム(工場見学)ー 

ー富士見高原(昼食)－サントリー白州蒸留所(南ア

ルプス天然水ツアー見学)－各地(18:00～18:30) 

【出発日】11/7(木) 
【食 事】朝:× 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

★世界中から視察や研修に来る日本最大規模の 

キウイ農園で高品質なキウイ食べ放題。 

★日本最大級の32段・1200体のひな飾り。 

【コース】各地(6:15～6:45)ー 

ー掛川(キウイ狩り)ー掛川(ランチバイキング)ー 

ー可睡斎(ひなまつり参拝)ー各地(17:45～18:15) 

【出発日】1/18(土) 24(金) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

＆  
★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(見学)ー 

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)決定 12/10(火) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 ※ガイド乗務いたしません。 

一般公開 

★日本建築の匠の技が凝縮された京都迎賓館。 

★昼食は、京都らしい京会席のお料理。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー京都迎賓館(一般公開)‥ 

‥京都御所(通年公開)ー京都市内(昼食)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】10/18(金)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。 

★画家としても活動している木梨憲武さんの展覧会です。 

★漫画家・水木しげる氏の作品を徹底的に振り返る回顧展です。 

【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。 

世界最大の牛久大仏＆犬吠埼温泉1泊2日 
★台風被害が深刻な千葉県を観光して復興のお手伝いをしましょう。 

★成田山新勝寺は、年間1000万人を超える参詣者が訪れる初詣名所。 

★高さ120ｍブロンズ立像としては世界最大の牛久大仏は迫力満点。 

【コース】①各地(5:30～6:00)ー柴又帝釈天題経寺(初詣)‥ 

‥葛飾(昼食)ー成田山新勝寺(初詣)－犬吠埼温泉(泊) 

②ホテルー海産物の買物ーヤマサ醤油工場(見学)－ 

ー牛久市(昼食)ー牛久大仏(参拝)－各地(21:15～21:45) 

【出発日】1/29～30(水木)【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 

【宿泊】犬吠埼温泉ぎょうけい館 

【代金】お一人様 4名1室 円 
 3名1室 円 2名1室 円 

 
★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)決定 

【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 

★日本一の初詣の名所明治神宮で新たな年を祝いましょう。 

★笑う門には福来る！若手吉本芸人が中心に出演するルミネTHEよし

もとの観劇で初笑い&ご昼食はがんこ寿司新宿店の和食膳。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー明治神宮(初詣)ー 

ー新宿(昼食)‥ルミネtheよしもと(観覧)－ 

ー各地(19:15～19:45) 

【出発日】1/13(月祝) 21(火) 
【食 事】朝:〇 昼:○ 夕:×

【代 金】1/13は 円 

     1/21は 円 
■無料ご招待券利用不可 ※ガイド乗務いたしません。 

★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)決定 
【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。 

3661 
愛知日帰り 

3627 
三重日帰り 

3619 
長野日帰り 

1泊2日 
★古来より日本全国から信仰を集めるこんぴらさんですが、参道口か
から本堂まで785段の階段を登り切った達成感と絶景は格別です。 
★倉敷美観地区は、白壁の建物が建ち並ぶ美しい情緒ある街並み。 
★ご宿泊は、瀬戸大橋を一望できるロケーションが自慢のホテル。 

【コース】①各地(6:00～6:30)ー倉敷(昼食)‥ 
‥倉敷美観地区(散策)ー鷲羽山(泊) 
②ホテルー金刀比羅宮(参拝)･･中野うどん学校(昼食)ー 
ー海産物の買物ー各地(21:00～21:30) 

【出発日】1/17～18(金土)【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 
【宿泊】WASHU BLUE RESORT 風籠 

【代金】お一人様 4名1室 円 
 3名1室 円 2名1室 円 

3651 
愛知日帰り 

3635 
京都日帰り 

3643 
山梨日帰り 

3650 
静岡日帰り 

3641 
静岡日帰り 

3609 
愛知日帰り 

3641 
静岡日帰り 

3642 
東京日帰り 

★インスタ映えのお店で、たねやの和菓子や洋菓子などお買い物。 

★昼食は、近江牛精肉店ならではのこだわりのすき焼き。 

【コース】各地(6:45～7:15)ーラ･コリーナ近江八幡(見学・ 

・買物)ー近江八幡(昼食)ー信長の館(見学)ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】11/7(木) 12(火)決定

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 
※ガイド乗務いたしません。 

3617 
滋賀日帰り 

3659 
千葉

3658 
 

宝塚大劇場S席観劇 
★(1/16)雪組ミュージカル『ONCE UPON A TIME IN AMER-

ICA（ワンス アポン ア タイム イン アメリカ）』 
《主演》望海 風斗、真彩 希帆  

【コース】各地(5:15～5:45)― 

ー宝塚大劇場(観劇・昼食弁当)―各地(19:00～19:30) 

■11:00公演 ■S席

【出発日】1/16(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。 

1295 

★正倉院宝物と法隆寺献納宝物という日本を代表する文化

財が一堂に会する稀有な展覧会をお楽しみ下さい。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー東京国立博物館 

(見学・自由食)ー(車中夕食弁当)－各地(19:00～19:30) 

【出発日】11/19(火) 
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:弁当

【代 金】 円 
※ガイド乗務いたしません。 

東京都庭園美術館

★アール・デコ様式の洋館を美術館として公開。 

★「百段階段」では、総数45流派が集う美の共演！ 

【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・ランチブッフェ)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】10/16(水) 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。 

3593 

3653 

3621 
東京日帰り 

3631 
長野日帰り 

3620 
静岡日帰り 

3630 
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