
 

★残留農薬ゼロ、練乳不要の甘さの4～5種のいちご

狩り。バリアフリーで安心の農園です。 

★野菜が美味しい店に認定されたバイキング。 

【コース】各地(7:00～7:30)ー桔梗屋(見学買物)－ 

ーマルス山梨ワイナリー(見学)ー甲府市内(昼食)－ 

ー大善寺(参拝)－中央市(いちご狩り)ー 

ー各地(17:45～18:15) 

【出発日】2/26(水) 3/8(日) 
【食 事】朝:〇 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

★伊豆最大のいちご狩り農園で旬のいちご狩り。 

★日本最長の400mの人道吊橋三島スカイウォーク 

★地元食材を使った和洋中の創作バイキング。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー江間(いちご狩り)－伊豆(ランチバイキング)－ 

ー三島スカイウォーク(見学)－ 

ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】2/15(土) 20(木) 3/1(日）  

【食 事】朝:〇 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

★岐阜城を頂に冠し、長良川を見下ろすようにそびえる標高329ｍの

金華山。比較的緩やかな「めい想の小径」を登ります。 

【コース】各地(6:15～6:45)ー 

ー金華山(ハイキング)･･岐阜城(見学)++(金華山ロープウェイ)++ 

‥麒麟がくる大河ドラマ館(見学)ー関市(昼食)ー 

ー美濃うだつの上がる町並み(散策)―各地(18:00～18:30) 

【出発日】3/17(火)

【代 金】 円 

◆ハイキング中級者 ※ガイド乗務いたしません。 

◆歩行距離:6キロ 所要時間:2.5時間 

★一生分のかにとふぐを食べた実感を！メニューは、かにすき（食べ放題）、ずわいがに酢（食べ放題）、てっちり 

（食べ放題）、ずわいがに姿一匹盛り、鯛の舟盛り、かにふぐぞうすい、ふぐ大盛天ぷら、にぎり。 

【コース】各地(7:00～7:30)－椿大神社(参拝)－信楽陶芸村(見学)－ 

ー信楽(かに・ふぐあばれ食いの昼食)－各地(18:00～18:30) 

【出発日】2/5(水) 11(火祝) 22(土) 
【食 事】朝:〇 昼:○ 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 

★港町である敦賀市の魚屋直営の御食事処「かに喰亭ますよね」にて、ロシア産ズワイガニ使用のフル
コースをお楽しみ下さい。メニューは、刺身、ゆでかに（姿一匹）、かに鍋、焼きかに、かに雑炊です。 

【コース】各地(7:00～7:30)ー小牧かまぼこ(買物)ー気比神宮(初詣)ー 

ー日本海さかな街(昼食・買物)ー各地(17:45～18:15) 

【出発日】1/23(木) 2/1(土) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 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  

★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】1/25(土) 
【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 ※ガイド乗務いたしません。 

★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。 

★都庁の地上202ｍから大都会東京の街を一望! 

【コース】各地(5:30～6:00)ー豊洲市場(見学・自由食)ー 

ー東京都庁展望室(見学)ー各地(18:45～19:15)

【出発日】2/17(月) 
【食 事】朝:〇 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

国営ひたち海浜公園のネモフィラ 
あしかがフラワーパークの藤  

★海外からも絶賛される、日本一のネモフィラ畑は天国の光景。 

★CNNが選ぶ世界の夢の旅行先10選の名所。足利ふじのはな物語。 

★樹齢800年を超える高さ5mのヤマツツジの巨樹群。 

【コース】①各地(5:30～6:00)ー 

ーあしかがフラワーパーク(見学)－館林(昼食)ー 

ー群馬県立つつじが岡公園(見学)－大洗シーサイドホテル(泊) 

②ホテルー国営ひたち海浜公園(見学)－那珂湊(昼食・買物)－ 

ータカノフーズ納豆博物館(見学)－各地(21:00～21:30) 

【出発日】4/27～28(月火)   

【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 【宿泊】大洗シーサイドホテル 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

★東日本大震災から9年目の福島の現在を訪ねましょう。 

★スパリゾートハワイアンズではフラダンスショーのチケット付き。 

★約100品種の梅3000本の日本屈指の梅の名所水戸偕楽園。 

【コース】①各地(6:00～6:30)ー栃木市(昼食)ー 

ーアクアマリンふくしま(見学)－いわきマリンタワー(見学)－ 

ースパリゾートハワイアンズ(泊) 

②ホテルー海産物のお買い物ー水戸市内(昼食)－ 

ー水戸偕楽園(梅まつり見学)－各地(20:00～20:30) 

【出発日】3/10～11(火水) 
【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 【宿泊】スパリゾートハワイアンズ 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

★日本最大のキルトの祭典「第19回東京国際キルトフェスティバル―
布と針と糸の祭典―」。日本キルト大賞入選・入賞作品約300点など
が展示されます。★東京ドームホテルリラッサにて、洋食、中華、和
食、スイーツなどバラエティ豊かなブッフェをお楽しみ下さい。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー東京ドームホテル(ランチブッフェ)･･ 

･･東京ドーム(東京国際キルトフェスティバル)ー各地(19:45～20:15) 

【出発日】1/24(金) 28(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。 

★酒蔵数、日本一！新潟の酒蔵が大集合する新潟の一大イベント。  

★2日目お昼は、海風亭寺泊日本海の海の幸の膳です。 
【コース】①各地(5:30～6:00)ー 

ー朱鷺メッセ(にいがた酒の陣見学・自由食)－月岡温泉(泊) 

②ホテルーストックバスターズ燕店(買物)－ 

ー海風亭寺泊日本海(昼食)ー寺泊(買物)－各地(19:00～19:30) 

【出発日】3/14～15(土日) 
【食事】朝:２ 昼:1 夕:１ 【宿泊】月岡温泉美の湯風鈴屋 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

3695 
滋賀日帰り 

★真紅の花を無数に咲かせ、滝が流れ落ちるように見える、樹齢1000

年以上のエドヒガン系の紅枝垂桜。一度は見ておきたい名桜です。 

★約3Kmに1000本ものしだれ桜が咲き誇る壮大なスケールの桜並木。 

【コース】①各地(5:30～6:00)ー郡山市(昼食)－ 

ー三春の滝桜(見学)－東山温泉(泊) 

②ホテルー鶴ヶ城(見学)－日中線記念自転車歩行者道(しだれ桜)ー 

ー会津若松市(昼食)ー各地(20:00～20:30) 

【出発日】4/20～21(月火) 
【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 【宿泊】東山グランドホテル 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円
 

3674 
福井日帰り 

3609 
愛知日帰り 

★菜の花まつり開催中の早春の渥美半島を歩く旅です。一面の菜の

花畑や海辺の遊歩道、椰子の実の歌碑、伊良湖岬灯台を訪ねます。 

【コース】各地(6:00～6:30)ー 

ー伊良湖菜の花ガーデン‥日出の石門‥恋路ヶ浜･･ 

‥伊良湖岬(昼食:和定食)－各地(18:45～19:15) 

【出発日】2/12(水)  
【食 事】朝:○ 昼:〇 夕:× 

【代 金】 円 
◆ハイキング初級者 ※ガイド乗務いたしません。 

◆歩行距離:8キロ 所要時間2.5時間 

★お昼出発で下呂温泉でゆったり過ごすらくらく宿泊コース。 

★2日目お昼は、飛騨高山の本陣平野屋花兆庵の飛騨牛尽くし会席。 

【コース】①各地(13:00～13:30)ー下呂温泉(泊) 

②ホテルー高山(朝市見学・散策)･･本陣平野屋(昼食)ー 

ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】2/4～5(火水) 2/28～29(金土) 
【食事】朝:1 昼:1 夕:1 【宿泊】

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円  2名1室 円 ※ガイド乗務いたしません。 

3683 

(イメージ) 

(イメージ) 

★かきの一大養殖場がある三重県浦村で焼きかき・ 

蒸しかき・かき雑炊の食べ放題！かき好き集まれ～ 

【コース】各地(6:00～6:15)ー 

ー浦村(かき食べ放題)－伊勢神宮内宮(初詣)･･ 

･･おかげ横丁(散策・買物)－各地(18:15～18:30) 

【出発日】2/3(月) 13(木) 24(月祝)
【食 事】朝:〇 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

◆このコースは、駒ヶ根ICでの 

 ご乗車はできません。 

★普段非公開の妙心寺塔頭の東林院で新春に行われる行事「小豆粥

で初春を祝う会」で新春ならではの風情とともに楽しみましょう。 

★学問の神様、菅原道真公を祀る全国天満宮の総本社北野天満宮。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー 

ー妙心寺東林院(小豆粥で新春を祝う会・昼食)－ 

ー北野天満宮(初詣)ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】1/21(火) 30(木) 
【食 事】朝:〇 昼:○ 夕:× 
【代 金】 円  

※ガイド乗務いたしません。 

ダイヤモンド富士

★霊峰「富士山」と五重塔「忠霊塔」を一目に見ることができる人

気のスポット。片道約30分、398段の階段を登った後の景色は見事。 

★山中湖で見られるダイヤモンド富士は日没時の貴重な瞬間です。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー新倉山浅間公園(散策)ー 

ー河口湖(昼食)－富士山世界遺産センター(見学・買物)－ 

ー山中湖(ダイヤモンド富士)－各地(19:30～20:00) 

【出発日】1/31(金) 2/6(木) 

【食 事】朝:〇 昼:○ 夕:× 

【代 金】 円  

 

3677 
山梨日帰り 

3668 
山梨日帰り 

3669 
静岡日帰り 

3673 
三重日帰り 

3679 
愛知日帰り 

3681 

3680 

★世界の名画が複製で勢ぞろい。日本一入館料が高い人気の大塚国際美術館。 

★鳴門の渦潮の見頃の日に設定。感動のうずしおクルーズをお楽しみ下さい。 

【コース】①各地(5:45～6:15)ー淡路(昼食)ー 

ー大塚国際美術館(見学)－アオアヲナルトリゾート(泊) 

②ホテルーうずしお観潮船(乗船)－農産物のお買い物ー 

ー洲本市(昼食)ー北淡震災記念公園(見学)－各地(20:00～20:30) 

【出発日】3/5～6(木金) 
【食事】朝:２ 昼:２ 夕:１ 【宿泊】アオアヲナルトリゾート 

【代金】お一人様 4名1室 円 

 3名1室 円 2名1室 円 

3682 

★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(6:30～7:00)ーえびせんべいの里(買物)ー海産物の買い物ー 

－南知多(昼食)ーつくだ煮街道(買物)ー各地(17:00～17:30) 

【出発日】2/24(月祝) 3/23(月) 
【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。 

★川崎大師平間寺は、厄除けのお大師さまとして庶民の信仰を集め
る、日本でも有数の人気初詣スポットです。 
★羽田空港国際線ターミナルには、航空機の離発着が見られる展望
デッキやお食事やお土産ショップが並ぶ江戸小路があります。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー川崎大師平間寺(初詣)ー 

－羽田空港国際線ターミナル(自由食・買物)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】1/19(日)  

【食 事】朝:〇 昼:× 夕:× 

【代 金】 円  
※ガイド乗務いたしません。 

(イメージ) 

3651 
愛知日帰り 

3666 
東京日帰り 

3588 
東京日帰り 

3675 3676 
京都日帰り 

3697 3692 

3701 
岐阜日帰り 

(イメージ) 

(イメージ) 


