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★京都に春を呼ぶ風物詩「都をどり」。京都最大の花街祇園甲部の芸妓・舞妓

さんによる舞踊公演です。令和最初の都をどりは四條南座でお楽しみ下さい。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー祇園(散策)…南座(都をどり観覧)ー 

－市内(昼食)－各地(19:00～19:30) ■12:30公演 ■一等観覧席

【出発日】4/16(木) 
【食 事】朝:〇 昼:〇 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。

★劇団四季のディズニーミュージカル「ライオンキング」名古屋公演が14年ぶり

の上演決定！2020年3月に開幕します。四季の超人気作品をこの春見に行こう! 

【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 

(ランチバイキング)ー名古屋四季劇場(観劇)－ 

ー各地(18:45～19:15) ■13:30公演 ■Ｓ席

【出発日】5/14(木)決定 

【食 事】朝:× 昼:〇 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。

★2014年にオープンした鈴鹿の森庭園。日本中から集められた枝垂れ梅の名木

は200本以上。桃色、紅色、白色の美しい花を咲かせます。 

★創業170年余、桑名で一番の老舗の桑名名物はまぐりの料理を堪能。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー鈴鹿の森庭園 

(しだれ梅まつり)ー椿大神社(参拝)ー桑名(昼食)－ 

ー千代保稲荷神社(参拝･買物)ー各地(18:15～18:45) 

【出発日】3/2(月)決定 7(土) 
【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。 

★諏訪湖わかさぎ釣り用大型ドーム船には、トイレ、ストーブ完備。 

★乗船料、ワカサギ専用貸竿(手バネ竿)、仕掛け、餌、遊漁券代込み 

★ロマン漂う洋風建築と千人風呂が人気の国指定重要文化財片倉館。  

【コース】各地(7:30～8:00)ー諏訪湖ワカサギ釣りドーム船 

(乗船･ワカサギ釣り体験)－諏訪大社下社秋宮(昼食･初詣)－ 

ー片倉館(入浴)－各地(16:30～17:00) 

【出発日】1/27(月) 2/14(金) 
【食 事】朝:× 昼:〇 夕:× 

【代 金】 円 ※ガイド乗務いたしません。 

※諏訪湖が結氷時、船が出航できない場合には、ツアー中止といたします。 

★「遠くとも一度は参れ善光寺」と謳われる善光

寺。2月3日はゲストを招いて豆まきが行われます。 

★三十段飾り約6,000体の雛人形は一見の価値あり! 

【コース】各地(6:30～7:00)ー 

ー須坂アートパーク(ひな祭り見学)－ 

ー善光寺(昼食・散策・節分会見学)－ 

ー各地(18:00～18:30) 

【出発日】2/3(月)   

【食 事】朝:○ 昼:〇 夕:× 

【代 金】 円 

東京屈指のお花見名所! 目黒川の桜並木 

★都内屈指のお花見スポット新宿御苑。内閣総理大臣主催の「桜を見

る会」でも話題となったあの名所です。 

★約4キロにわたる800本もの桜並木が人気急上昇の目黒川の桜! 

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー新宿御苑(桜見物)－ホテル雅叙園東京(昼食:中華)･･･ 

･･･目黒川(桜見物)－各地(19:00～19:30) 

【出発日】3/31(火) 4/2(木)  

【食 事】朝:〇 昼:〇 夕:×  

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

★第69回となる2020となみチューリップフェアは、国内最大級300万

本の砺波の春を彩るチューリップのイベントです。 

★万葉集の代表的歌人、大伴家持ゆかりの万葉歴史館の見学。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ーとなみチューリップフェア(見学)－新湊(昼食･買物)－ 

ー高岡市万葉歴史館(見学)－各地(19:30～20:00) 

【出発日】4/27(月) 
【食 事】朝:〇 昼:〇 夕:×  

【代 金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

★木曽三川をモチーフにした大花壇やミッフィーの花絵花壇が人気。 

★桜の名所養老公園にあるCMで話題の奇想天外なアートミュージアム! 

★昼食は、大垣市の日本料理店にて人気の和食会席。 

【コース】各地(6:15～6:45)ー国営木曽三川公園(見学)ー 

ー千代保稲荷神社(参拝･散策)－大垣(昼食)－ 

ー養老天命反転地(見学)－各地(18:00～18:30) 

【出発日】4/3(金) 7(火) 
【食 事】朝:〇 昼:〇 夕:×  

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

★隅田川随一ともいえるお花見どころ墨堤千本桜や中央大橋付近の桜

など、約1時間のクルーズで春風を感じながら楽しみましょう。 

★人気のパリパリチキンなど旬の味覚を堪能できる多彩なメニュー! 

【コース】各地(5:30～6:00)ー浅草寺・仲見世ー 

－浅草港～(東京都観光汽船隅田川お花見船)～日の出桟橋港ー 

ーインターコンチネンタル東京ベイ(昼食)－各地(18:45～19:15) 

【出発日】4/1(水) 3(金)   

【食 事】朝:〇 昼:〇 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。 

★飛騨高山に春の訪れを告げる山王祭は、日枝神社

(山王様)の例祭です。12台の屋台が登場し、うち3

台がからくり奉納を行います。 

★高山散策マップ付き。 ★あえて自由食。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー高山祭(4時間フリータイム・自由食)ー 

ー各地(18:30～19:00) 

【出発日】4/14(火)   

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

★大人気演歌歌手が一同に集結！2年ぶりの名古屋公演決定。★出演者:山川豊、

田川寿美、水森かおり、氷川きよし、辰巳ゆうと、【司会】西寄ひがし 

【コース】各地(10:30～11:00)ー名古屋市内(昼食)ー 

ー愛知芸術劇場(コンサート観覧)ー各地(19:45～20:15) ■15:30公演 ■Ｓ席 

【出発日】2/21(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。 

★(3/26)花組ミュージカル浪漫 『はいからさんが通る』原作／
大和和紀「はいからさんが通る」（講談社KCDXデザート） 
《主演》柚香 光、華 優希  

【コース】各地(5:15～5:45)ー宝塚大劇場(観劇・昼食弁当)ー 

ー各地(19:00～19:30) ■11:00公演 ■Ｓ席

【出発日】3/26(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。 

★金澤翔子作の世界一大きい般若心経など数点は常設展示中! 

★竜が天に昇るように仕立てた、樹齢45～50年のしだれ梅の大木。 

★ライブキッチンの出来立て料理や地元産野菜の健康志向バイキング 

【コース】各地(7:00～7:30)ー 

ー龍雲寺(参拝)－ホテルウェルシーズン浜名湖(昼食)－ 

ー花の奥山高原(昇竜しだれ梅)－各地(19:00～19:30) 

【出発日】3/18(水) 24(火) 
【食 事】朝:〇 昼:〇 夕:×  

【代 金】 円  

■無料ご招待券利用不可 

3694 
静岡日帰り 

 

★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】3/14(土) 
【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。 

★長野オリンピックの開催を記念し、２００４年か

ら始まった祭り。善光寺を五輪の色にちなんだ光で

照らす「善光寺・五色のライトアップ」や善光寺表

参道の光のアートなど平和を祈る灯りが並びます。  

【コース】各地(13:00～13:30)ー 

ーおぎのや長野店(夕食:峠の釜めし・買物)－ 

ー善光寺(灯明まつり見学)－各地(22:30～23:00) 

【出発日】2/8(土) 10(月) 
【食 事】朝:× 昼:× 夕:〇 

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

3686 
岐阜日帰り 

3656 
三重日帰り 

3699 
岐阜日帰り 

3696 
長野日帰り 

3678 
三重日帰り 

★横浜元町ショッピングストリートの加盟店200以上が参

加する、半期に１度の大規模なセール。アパレル、飲食、

雑貨、食器・家具など、参加店のジャンルは多彩で、スト

リート全体が巨大なセール会場と化します。 

★中華街の行列ができるお店「招福門」で飲茶食べ放題。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー 

ー横浜中華街(昼食)･･横浜元町ショッピングストリート 

(チャーミングセール)ー各地(19:30～20:00) 

【出発日】2/27(木) 29(土) 
【食 事】朝:○ 昼:〇 夕:×

【代 金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

3662 

★最高到達点日本一の高さ150mを誇る噴水ショー会場「王宮の丘」にできた

新たなスポット「LIGHT OF MAGIC WONDER CIRCUS」や「光のトンネル」など

幻想的なヒカリが見る者を包み込みます。★40種類の料理食べ放題。6種類

のビール飲み放題バイキング。 

【コース】各地(11:00～11:30)ー御殿場高原(夕食バイキング・ 

イルミネーション(見学)ー各地(22:30～23:00)

【出発日】1/18(土)催行予定 

【食 事】朝:× 昼:× 夕:〇 

【代 金】 円 ※ガイド乗務いたしません。

身延山久遠寺のしだれ桜 

★早咲き桜の名所と言えばココ!華やかな樹齢400年のシダレザクラ。 

★中部横断道、富沢IC～南部IC間が11月に開通し便利になりました。 

★風光明媚な日本三大美港、清水港をゆったりとめぐる遊覧船。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー身延山久遠寺(しだれ桜)ー 

ーエスパルスドリームプラザ(昼食・買物)－ 

ー富士山清水みなとクルーズ(乗船)－各地(18:30～19:00) 

【出発日】3/28(土) 30(月) 
【食 事】朝:〇 昼:〇 夕:×  

【代 金】 円 

3700 
長野日帰り 

3664 
静岡日帰り 

★毎年桜の開花にあわせて期間限定で一般開放される大阪の春の風物

詩、桜の通り抜け。約130種、約350本もの桜をお楽しみ下さい。 

※尚、2020年の桜の通り抜け期間の正式発表は、3月中旬となります。 

万が一期間から外れてしまった場合にはご連絡させていただきます。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー 

ー帝国ホテル大阪(昼食)･･･大阪造幣局(桜の通り抜け)－ 

ー道頓堀(散策・買物)－各地(20:45～21:15) 

【出発日】4/13(月) 14(火) 15(水) 
【食 事】朝:〇 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 

3698 
富山日帰り 

3689 
大阪日帰り 

3693 
山梨日帰り 

3691 
東京日帰り 

3690 
東京日帰り 

3687 
長野日帰り 

3688 
愛知日帰り 

3684 
京都日帰り 

3672 
愛知日帰り 

1295 
兵庫日帰り 

❤


