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★移転で何かと話題になった築地市場ですが、活気あふれる場外市場

は健在です。新鮮な魚介や玉子焼きなど年末のお買い物を楽しもう。 

★忠臣蔵の聖地「泉岳寺」赤穂浪士に想いをはせお参りしましょう。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー築地場外市場(3時間滞在 

自由食・買物)ー泉岳寺(参拝)ー(18:45～19:15)

【出発日】12/19(木) 21(土) 26(木) 
【食 事】朝:〇 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店舗が出店します。 

★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)決定 11/15(金)決定 
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

★京都観光に旅慣れた皆様へ!京都の紅葉のトップシーズンにフリー

タイムで企画いたしました。交通の便が良い京都駅を起点に、思い

思いの京都を楽しみに出かけましょう。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー京都駅 

(４.５時間フリータイム･自由食)―各地(18:15～18:45)

【出発日】11/25(月) 27(水) 12/3(火) 
【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 

★言わずと知れた京都屈指の紅葉名所「もみじの永観堂」。 

 約3,000本のモミジが池泉回遊式庭園を彩ります。 

★三重塔と紅葉が重なる風景が京都らしい雰囲気がある真如堂。 

★昼食は、京料理白水園の焼き魚定食。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー永観堂禅林寺(参拝)ー 

ー市内(昼食)ー真如堂(参拝)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】11/21(木) 26(火) 
【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。 

★京都随一の紅葉と言えば「東福寺」。2,000本ものカエデが境内を 

 染め上げます。通天橋から望む洗玉澗の紅葉は圧巻です。 

★東山山頂に京都市内を一望できる新名所「大舞台」が誕生。 

★昼食は、京料理山水の名物弁当。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー東福寺(参拝)ー 

ー市内(昼食)ー将軍塚青龍殿(参拝)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】11/28(木) 
【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。 

白馬マウンテンハーバー 
 

★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。 

★信州池田町大峰高原にある、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。 

【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(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】10/16（水）催行予定 21（月）決定 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

★新たな日本の台所「豊洲市場」は、2018年に築地

市場から移転した、水産物、青果物を取り扱う総合

市場。ゆりかもめを利用し見学に出かけましょう。 

★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 

ー(ゆりかもめ)++豊洲市場(見学・自由食)++ 

++(ゆりかもめ)ー東京都庁展望室(見学)ー 

ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】11/18(月)決定 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:×

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

眺望ドライブ 

★鬼押出し園は浅間山噴火で出来た溶岩の芸術。 

★浅間山噴火の際奇跡的に残った鎌原観音堂。 

★浅間山の絶景を一望するホテルでバイキング。 
【コース】各地(6:30～7:00)ー 

ー嬬恋郷土資料館(見学)･･鎌原観音堂(見学)ー 

ーホテルグリーンプラザ軽井沢(ランチバイキング)ー 

ー鬼押出し園(見学)ーハルニレテラス(買物)ー 

ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】11/4(月祝) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

ひつじのショーン
★全長約2.4Km約500本の紅葉のメタセコイア並木。 

★琵琶湖や余呉湖が一望できる賤ケ岳リフト。 

★旬の野菜をふんだんに使ったバイキング。 
【コース】各地(5:30～6:00)ーマキノ高原 

(メタセコイア並木見学)ー賤ケ岳リフト(乗車)ー 

ーローザンベリー多和田(ランチバイキング・見学)ー 

ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】12/2(月) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

日本最大級の魚介類の祭典! 

★東京日比谷公園で開催!日本各地の魚介料理を満

喫できる大規模な食のイベント第5回ジャパン

フィッシャーマンズフェスティバル～全国魚市場＆

魚河岸まつり～では、味自慢の漁師めし、磯料理か

ら郷土料理まで魚介類メニュー約90ブースが展開。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー日比谷公園(全国魚市場＆魚河岸まつり見学・ 

・自由食 4.5時間)ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】11/15(金) 
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

妙高杉ノ原ゴンドラ 
アパリゾート上越妙高の

★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(乗車)ー 

ーアパリゾート上越妙高(昼食・コキア見学)ー 

ー各地(18:00～18:30) 

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

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

明治神宮外苑いちょう並木 
東京プリンスホテルのランチブッフェ 

★明治神宮外苑のシンボルともいえる聖徳記念絵画館といちょう 

 並木。黄金に染まるいちょうは東京の秋の風物詩です。 

★聖徳記念絵画館には、明治天皇ゆかりの品が展示されています。 

【コース】各地(5:45～6:15)ー 

ー聖徳記念絵画館(見学)‥神宮外苑いちょう並木(散策)ー 

ー東京プリンスホテル(昼食)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】11/27(水) 29(金)催行予定 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

清津峡渓谷トンネル 

★日本三大峡谷の一つ、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。 

★山路智恵さんの絵手紙美術館では、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)－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 

－日本のまつり・故郷の味－ 
★日本のまつりと故郷の味が一堂に会する、東京

ドームの新春のイベント「ふるさと祭り東京」。 

★恒例の「全国ご当地どんぶり選手権」や「にぎ

わい市」に加え、「ふるさとパン祭り」「イケ麺

スタンプラリー」など人気企画も充実。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー東京ドーム(ふるさと祭り東京見学・ 

・自由食 4.5時間)ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】1/12(日) 15(水) 
【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

日本海さかな街
★敦賀港直送の魚介が並ぶ鮮魚店をはじめ水産加工の店、昆布、珍

味、銘菓の専門店など５０数店が軒を連ねる巨大海鮮市場です。 

★日本海さかな街レストランの昼食付きで安心です。 

【コース】各地(7:30～8:00)ー日本海さかな街 

(2.5時間滞在 昼食・買物)ー各地(17:00～17:30)

【出発日】12/23(月) 25(水) 
【食 事】朝:× 昼:〇 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

★大町・松川地区では「日本最多500個の光のハート」、堀金・穂高

地区では「日本最長500ｍの光のトンネル」が昨年登場しました。 

★パンセットの夕食付きで安心です。 

【コース】各地(13:30～14:00)ー国営アルプスあづみの公園 

(大町・松川地区)(見学)ー(車中パン)ー国営アルプスあづみの公園 

(堀金・穂高地区)(見学)ー各地(21:30～22:00)

【出発日】12/13(金) 20(金) 
【食 事】朝:× 昼:× 夕:パン 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

★阪神・淡路大震災犠牲者への鎮魂の意を込めた神戸の冬の風物詩。平成7年に初めて開催されてから第25回を迎えます。 

★大阪にある世界最大級の水族館「海遊館」では、大きなジンベエザメたちが悠々と泳ぐ姿が楽しめます。 

★お泊りは、神戸の散策やルミナリエ見学に好立地のホテルです。 

【コース】①各地(7:00～7:30)ーホテルオークラ神戸(チェックイン)･･ 

･･神戸市内(自由昼食・神戸ルミナリエ見学・自由夕食)･･ホテルオークラ神戸(泊) 

②ホテルー天保山ハーバービレッジ海遊館(見学・自由食)ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】12/12～13(木金) 【食事】朝:２ 昼:× 夕:× 【宿泊】ホテルオークラ神戸 

【代金】お一人様  円  円 

3655 
長野日帰り 

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。 

★最上階から鴨川や東山を眺めながらバイキング。 
【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】11/13(水)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。 

3632 
東京日帰り 

★京都洛北の紅葉名所、額縁構図の紅葉が美しい蓮華寺。石川丈山の 

 山荘跡である詩仙堂。十牛之庭の紅葉が美しい圓光寺を訪ねます。 

★昼食は、日本料理宝ヶ池で京の和食。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー圓光寺(参拝)･･ 

･･詩仙堂(参拝)―宝ヶ池(昼食)ー蓮華寺(参拝)ー 

ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】11/22(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。 

3646 
京都日帰り 

 

3645 
京都日帰り 

3644 
京都日帰り 

3623 
長野日帰り 

3625 
新潟日帰り 

3648 
滋賀日帰り 

3637 

3654 
東京日帰り 

3626 
新潟日帰り 

★3年連続「イルミネーションランキング」第１位、2年連続「プロ

フェッショナルパフォーマンス部門」第1位。世界最高峰クオリティ

の美しい光り輝く電球だけでつくる本物のイルミネーションです。 

★なばなの里内レストランにて夕食付きで安心です。 

【コース】各地(12:30～13:00)ーなばなの里 

(夕食・イルミネーション見学)ー各地(22:00～22:30)

【出発日】12/14(土) 24(火) 
【食 事】朝:× 昼:× 夕:〇 

【代 金】 円 

※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。 

東海地区最大級のペットイベント! 

★世界のチャンピオン犬や珍しい猫がナゴヤドーム

にやってきます！ペット愛好家、動物大好きな方、

子どもから大人まで誰でも楽しめる動物ふれあいイ

ベントが盛りだくさんです！ 

【コース】各地(7:15～7:45)ー 

ーナゴヤドーム(わんにゃんドーム見学・ 

・自由食 5.5時間)ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】1/25(土) 
【食 事】朝:× 昼:パン 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

◆当ツアーではペット同伴のご参加はご遠慮下さい。 

3657 
愛知日帰り 

3660 
福井日帰り 

3622 
京都日帰り 

3588 
東京日帰り 

3652 
東京日帰り 

3647 
京都日帰り 

3649 
東京日帰り 

3656 
三重日帰り 


