
 

０１２０-８１０-４５６ 

           

            FAX:0265-24-0018 

 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。 

    第74号 平成29年9月26日発行 

はーとべるホームページも公開中! 

★百万遍知恩寺で、毎月★百万遍知恩寺で、毎月★百万遍知恩寺で、毎月★百万遍知恩寺で、毎月15151515日に開催されるフリーマーケッ日に開催されるフリーマーケッ日に開催されるフリーマーケッ日に開催されるフリーマーケッ

ト。雑貨から服飾、食べ物など約ト。雑貨から服飾、食べ物など約ト。雑貨から服飾、食べ物など約ト。雑貨から服飾、食べ物など約350350350350店が出店。店が出店。店が出店。店が出店。    

★★★★5555時間のフリータイムで、京都の自由観光にもお勧め!時間のフリータイムで、京都の自由観光にもお勧め!時間のフリータイムで、京都の自由観光にもお勧め!時間のフリータイムで、京都の自由観光にもお勧め!    

【コース】各地(5:30～6:00)—百万遍知恩寺 

(手づくり市・フリータイム5時間)ー各地(19:00～19:30)

【出発日】11/15(水)決定決定決定決定    12/15(金) 1/15(月) 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

フリータイム 

★東京スカイツリー★東京スカイツリー★東京スカイツリー★東京スカイツリー○○○○
RRRR 350m350m350m350mの天望デッキへ。の天望デッキへ。の天望デッキへ。の天望デッキへ。5555周年とな周年とな周年とな周年とな

り、開業当初のような大混雑も比較的少なくなりました。り、開業当初のような大混雑も比較的少なくなりました。り、開業当初のような大混雑も比較的少なくなりました。り、開業当初のような大混雑も比較的少なくなりました。    

【コース】各地(5:30～6:00)—築地場外市場 

(買物・自由食)ー東京スカイツリー○R (天望デッキ入場・買物)ー 

ー各地(19:00～19:30)

【出発日】11/27(月) 

【食 事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。

★数々の映画やドラマの舞台となった神宮外苑のいちょう並木は★数々の映画やドラマの舞台となった神宮外苑のいちょう並木は★数々の映画やドラマの舞台となった神宮外苑のいちょう並木は★数々の映画やドラマの舞台となった神宮外苑のいちょう並木は146146146146本の並木が並ぶまさに黄金ロード。本の並木が並ぶまさに黄金ロード。本の並木が並ぶまさに黄金ロード。本の並木が並ぶまさに黄金ロード。    

★海外の料理コンクールで優勝経験のあるシェフがひと手間かけたメニューのランチブッフェ。★海外の料理コンクールで優勝経験のあるシェフがひと手間かけたメニューのランチブッフェ。★海外の料理コンクールで優勝経験のあるシェフがひと手間かけたメニューのランチブッフェ。★海外の料理コンクールで優勝経験のあるシェフがひと手間かけたメニューのランチブッフェ。    

【コース】各地(5:30～6:00)ー明治神宮外苑(いちょう並木散策)ー 

ーロイヤルパークホテル汐留(昼食)ー東京駅(買物)ー各地(19:00～19:30) 

【出発日】12/1(金) 4(月) 【食事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 ■無料ご招待券利用不可

2888288828882888    

京都日帰り京都日帰り京都日帰り京都日帰り    

3281328132813281    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

豊臣秀吉公が築いた、紅葉と土塁の絶景 

史跡御土居もみじ苑」 

★豊臣秀吉公か築いた「御土居のもみじ苑」は約★豊臣秀吉公か築いた「御土居のもみじ苑」は約★豊臣秀吉公か築いた「御土居のもみじ苑」は約★豊臣秀吉公か築いた「御土居のもみじ苑」は約300300300300本のもみじと本のもみじと本のもみじと本のもみじと

紙屋川の水面に写る紅葉と竹林とのコントラストが絶景。紙屋川の水面に写る紅葉と竹林とのコントラストが絶景。紙屋川の水面に写る紅葉と竹林とのコントラストが絶景。紙屋川の水面に写る紅葉と竹林とのコントラストが絶景。    

★昼食は、京都駅隣接のホテルで多彩なメニューのバイキング。★昼食は、京都駅隣接のホテルで多彩なメニューのバイキング。★昼食は、京都駅隣接のホテルで多彩なメニューのバイキング。★昼食は、京都駅隣接のホテルで多彩なメニューのバイキング。 

【コース】各地(5:30～6:00)ー北野天満宮(もみじ苑見学)— 

—京都駅(昼食)・・京都駅界隈(散策・買物)— 

—各地(18:15～18:45) 

【出発日】11/27(月) 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。 

葉加瀬太郎

★新アルバム★新アルバム★新アルバム★新アルバム「「「「VIOLINISMVIOLINISMVIOLINISMVIOLINISMⅢ」をひっさげてⅢ」をひっさげてⅢ」をひっさげてⅢ」をひっさげて世界的バイオリニスト世界的バイオリニスト世界的バイオリニスト世界的バイオリニスト

葉加瀬太郎さんのコンサートが開催。チケット入手困難な人気公演。葉加瀬太郎さんのコンサートが開催。チケット入手困難な人気公演。葉加瀬太郎さんのコンサートが開催。チケット入手困難な人気公演。葉加瀬太郎さんのコンサートが開催。チケット入手困難な人気公演。    

【コース】各地(10:45～11:15)ー 

ー名古屋マリオットアソシアホテル(ランチブッフェ)・・名古屋駅 

(買物)—愛知県芸術劇場(観覧)—各地(23:30～24:00) 

■18時30分公演 ■全席指定 

【出発日】12/21(木)決定決定決定決定 

【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。

 

★養老天命反転地は、最近テレビやＳＮＳで話題となっている建物や★養老天命反転地は、最近テレビやＳＮＳで話題となっている建物や★養老天命反転地は、最近テレビやＳＮＳで話題となっている建物や★養老天命反転地は、最近テレビやＳＮＳで話題となっている建物や

通路が斜めになっている不思議な造りのテーマパーク。通路が斜めになっている不思議な造りのテーマパーク。通路が斜めになっている不思議な造りのテーマパーク。通路が斜めになっている不思議な造りのテーマパーク。    

★美しいモザイクタイルやオブジェの展示が話題のミュージアム。★美しいモザイクタイルやオブジェの展示が話題のミュージアム。★美しいモザイクタイルやオブジェの展示が話題のミュージアム。★美しいモザイクタイルやオブジェの展示が話題のミュージアム。    

★名古屋コーチン発祥の地小牧市にてコーチンすき焼き膳の昼食。★名古屋コーチン発祥の地小牧市にてコーチンすき焼き膳の昼食。★名古屋コーチン発祥の地小牧市にてコーチンすき焼き膳の昼食。★名古屋コーチン発祥の地小牧市にてコーチンすき焼き膳の昼食。    

【コース】各地(6:15～6:45)—養老天命反転地(見学)— 

—千代保稲荷神社(参拝・散策)—小牧市内(昼食)— 

—多治見モザイクタイルミュージアム(見学)— 

—各地(17:30～18:00) 

【出発日】11/3(月祝) 12/12(火) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:×

【代金】 円 

★京都有数の紅葉名所永観堂は、燃えるような紅に染まります。★京都有数の紅葉名所永観堂は、燃えるような紅に染まります。★京都有数の紅葉名所永観堂は、燃えるような紅に染まります。★京都有数の紅葉名所永観堂は、燃えるような紅に染まります。    

★京都の北に位置する圓光寺は、その寒さ故に美しい紅葉です。★京都の北に位置する圓光寺は、その寒さ故に美しい紅葉です。★京都の北に位置する圓光寺は、その寒さ故に美しい紅葉です。★京都の北に位置する圓光寺は、その寒さ故に美しい紅葉です。    

★昼食は、京町屋創りのお店で、新鮮な焼き魚定食をご用意。★昼食は、京町屋創りのお店で、新鮮な焼き魚定食をご用意。★昼食は、京町屋創りのお店で、新鮮な焼き魚定食をご用意。★昼食は、京町屋創りのお店で、新鮮な焼き魚定食をご用意。    

【コース】各地(5:30～6:00)—永観堂禅林寺(参拝)— 

—京都市内(昼食)—圓光寺(参拝)— 

—各地(18:20～18:50) 

【出発日】11/27(月) 29(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。 

★美濃の紅葉名所横蔵寺は、数々の国の重要文化財★美濃の紅葉名所横蔵寺は、数々の国の重要文化財★美濃の紅葉名所横蔵寺は、数々の国の重要文化財★美濃の紅葉名所横蔵寺は、数々の国の重要文化財

が安置され「美濃の正倉院」とも言われています。が安置され「美濃の正倉院」とも言われています。が安置され「美濃の正倉院」とも言われています。が安置され「美濃の正倉院」とも言われています。    

★「大矢田神社」境内の楓谷には、約★「大矢田神社」境内の楓谷には、約★「大矢田神社」境内の楓谷には、約★「大矢田神社」境内の楓谷には、約3,0003,0003,0003,000本も本も本も本も

のヤマモミジがあり、国指定天然記念物に登録。のヤマモミジがあり、国指定天然記念物に登録。のヤマモミジがあり、国指定天然記念物に登録。のヤマモミジがあり、国指定天然記念物に登録。    

【コース】各地(6:00～6:30)— 

ー横蔵寺(参拝)—谷汲あられの里(買物)ー 

ー美濃市(昼食)ー大矢田神社(参拝)ー 

ー美濃和紙の里会館(見学)ー各地(18:45～19:15)

【出発日】11/15(水) 20(月) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

軽井沢万平ホテルのフレンチ 

★湖面に映る紅葉した木々が美しい、軽井沢の人気★湖面に映る紅葉した木々が美しい、軽井沢の人気★湖面に映る紅葉した木々が美しい、軽井沢の人気★湖面に映る紅葉した木々が美しい、軽井沢の人気

No1No1No1No1紅葉名所「雲場池」と湾曲した岩壁に数百条紅葉名所「雲場池」と湾曲した岩壁に数百条紅葉名所「雲場池」と湾曲した岩壁に数百条紅葉名所「雲場池」と湾曲した岩壁に数百条

の地下水が白糸のように落ちる「白糸の滝」。の地下水が白糸のように落ちる「白糸の滝」。の地下水が白糸のように落ちる「白糸の滝」。の地下水が白糸のように落ちる「白糸の滝」。    

★軽井沢のクラシックリゾートホテルにて、伝統の★軽井沢のクラシックリゾートホテルにて、伝統の★軽井沢のクラシックリゾートホテルにて、伝統の★軽井沢のクラシックリゾートホテルにて、伝統の

フランス料理をご堪能下さい。フランス料理をご堪能下さい。フランス料理をご堪能下さい。フランス料理をご堪能下さい。    

【コース】各地(7:00～7:30)— 

ー雲場池(見学）—軽井沢万平ホテル(昼食)ー 

ー白糸の滝(見学)—各地(18:45～19:15)

【出発日】10/26(木)  11/2(木) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

なべくら高原ブナの森 

高橋まゆみ人形館  

★森の家周辺のブナの森をインストラクター同行で★森の家周辺のブナの森をインストラクター同行で★森の家周辺のブナの森をインストラクター同行で★森の家周辺のブナの森をインストラクター同行で

1.51.51.51.5時間の散策。整備された歩き易い遊歩道です。時間の散策。整備された歩き易い遊歩道です。時間の散策。整備された歩き易い遊歩道です。時間の散策。整備された歩き易い遊歩道です。    

★高橋まゆみ人形館はスタッフさんの案内で鑑賞。★高橋まゆみ人形館はスタッフさんの案内で鑑賞。★高橋まゆみ人形館はスタッフさんの案内で鑑賞。★高橋まゆみ人形館はスタッフさんの案内で鑑賞。    

【コース】各地(6:00～6:30)— 

ーなべくら高原森の家(ぶなの森散策ツアー）— 

ー飯山市(昼食)ー高橋まゆみ人形館(見学)— 

ー小布施(買物)ー各地(18:45～19:15)

【出発日】10/27(金) 11/3(金祝) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可

南アルプス林道通り抜け 

★長野県から山梨県へバスを乗り継ぎ、大自然の★長野県から山梨県へバスを乗り継ぎ、大自然の★長野県から山梨県へバスを乗り継ぎ、大自然の★長野県から山梨県へバスを乗り継ぎ、大自然の

息吹を感じながら絶景を楽しめる通り抜けルート!息吹を感じながら絶景を楽しめる通り抜けルート!息吹を感じながら絶景を楽しめる通り抜けルート!息吹を感じながら絶景を楽しめる通り抜けルート!    

★昇仙峡影絵の森美術館は、光と影が描きだす美★昇仙峡影絵の森美術館は、光と影が描きだす美★昇仙峡影絵の森美術館は、光と影が描きだす美★昇仙峡影絵の森美術館は、光と影が描きだす美

しい夢幻の世界が人気です。しい夢幻の世界が人気です。しい夢幻の世界が人気です。しい夢幻の世界が人気です。    

【コース】各地(7:00～7:30)ー仙流荘-(南アルプス 

林道バス)-北沢峠-(南アルプス市営バス)-広河原- 

-(山梨交通)-芦安ー(車中昼食弁当)ー昇仙峡 

影絵の森美術館(見学)ー各地(18:45～19:15) 

【出発日】10/16(月)決定決定決定決定 20(金)

【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。 

東海屈指の紅葉名所巡り 

★紅葉の名所鳳来寺山は山全体が、国の指定・名勝★紅葉の名所鳳来寺山は山全体が、国の指定・名勝★紅葉の名所鳳来寺山は山全体が、国の指定・名勝★紅葉の名所鳳来寺山は山全体が、国の指定・名勝

天然記念物に指定。パワースポットとしても有名。天然記念物に指定。パワースポットとしても有名。天然記念物に指定。パワースポットとしても有名。天然記念物に指定。パワースポットとしても有名。    

★東海随一の紅葉名所香嵐渓は約★東海随一の紅葉名所香嵐渓は約★東海随一の紅葉名所香嵐渓は約★東海随一の紅葉名所香嵐渓は約4,0004,0004,0004,000本のもみじ本のもみじ本のもみじ本のもみじ

が川沿いに立ち並ぶ姿は圧巻です。が川沿いに立ち並ぶ姿は圧巻です。が川沿いに立ち並ぶ姿は圧巻です。が川沿いに立ち並ぶ姿は圧巻です。    

★絶景の露天風呂が自慢の宿でご昼食＆ご入浴。★絶景の露天風呂が自慢の宿でご昼食＆ご入浴。★絶景の露天風呂が自慢の宿でご昼食＆ご入浴。★絶景の露天風呂が自慢の宿でご昼食＆ご入浴。    

【コース】各地(6:30～7:00)— 

ー鳳来寺(参拝）—湯谷温泉(昼食・入浴)ー 

—香嵐渓(見学)ー各地(18:15～18:45)

【出発日】11/21(火) 24(金) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円

★圓徳院は多くの文化人が通う庭園と紅葉が美しい高台寺の塔頭。★圓徳院は多くの文化人が通う庭園と紅葉が美しい高台寺の塔頭。★圓徳院は多くの文化人が通う庭園と紅葉が美しい高台寺の塔頭。★圓徳院は多くの文化人が通う庭園と紅葉が美しい高台寺の塔頭。    

★東山の新名所将軍塚青龍殿は大舞台から東山の紅葉の絶景を一望。★東山の新名所将軍塚青龍殿は大舞台から東山の紅葉の絶景を一望。★東山の新名所将軍塚青龍殿は大舞台から東山の紅葉の絶景を一望。★東山の新名所将軍塚青龍殿は大舞台から東山の紅葉の絶景を一望。    

★京都名物ゆば料理のご昼食&東山界隈で散策･お買い物。★京都名物ゆば料理のご昼食&東山界隈で散策･お買い物。★京都名物ゆば料理のご昼食&東山界隈で散策･お買い物。★京都名物ゆば料理のご昼食&東山界隈で散策･お買い物。    

【コース】各地(5:30～6:00)— 

ー圓徳院(参拝)・・京都市内(昼食)・・東山界隈(自由散策)— 

ー将軍塚青龍殿(見学)—各地(18:15～18:45) 

【出発日】11/24(金) 30(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。 

            

★美貌の女盗賊「黒蜥蜴」が繰り広げる耽美と闇の世界。江戸川乱歩★美貌の女盗賊「黒蜥蜴」が繰り広げる耽美と闇の世界。江戸川乱歩★美貌の女盗賊「黒蜥蜴」が繰り広げる耽美と闇の世界。江戸川乱歩★美貌の女盗賊「黒蜥蜴」が繰り広げる耽美と闇の世界。江戸川乱歩

の傑作を三島由紀夫が戯曲化した究極のエンターテイメント。の傑作を三島由紀夫が戯曲化した究極のエンターテイメント。の傑作を三島由紀夫が戯曲化した究極のエンターテイメント。の傑作を三島由紀夫が戯曲化した究極のエンターテイメント。    

※キャスト:※キャスト:※キャスト:※キャスト:     

【コース】各地(6:20～6:50)—都内(昼食)ー 

ー日生劇場(観劇)—各地(20:10～20:40) 

■13時公演 ■Ｓ席 

【出発日】1/27(土)決定決定決定決定 【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。 

白駒池と御射鹿池 

新海誠展&八ヶ岳高原ロッジのランチ 

★吉永小百合さんの★吉永小百合さんの★吉永小百合さんの★吉永小百合さんのCMCMCMCMで話題!神秘の白駒池と苔で話題!神秘の白駒池と苔で話題!神秘の白駒池と苔で話題!神秘の白駒池と苔

の森の散策&東山魁夷作品のモチーフの御射鹿池。の森の散策&東山魁夷作品のモチーフの御射鹿池。の森の散策&東山魁夷作品のモチーフの御射鹿池。の森の散策&東山魁夷作品のモチーフの御射鹿池。    

★小海町高原美術館では「新海誠展」開催中!★小海町高原美術館では「新海誠展」開催中!★小海町高原美術館では「新海誠展」開催中!★小海町高原美術館では「新海誠展」開催中!    

★ドラマ高原へいらっしゃいの舞台八ヶ岳高原。★ドラマ高原へいらっしゃいの舞台八ヶ岳高原。★ドラマ高原へいらっしゃいの舞台八ヶ岳高原。★ドラマ高原へいらっしゃいの舞台八ヶ岳高原。    

【コース】各地(6:00～6:30)—御射鹿池(見学)ー 

ー白駒池(散策）—小海町高原美術館(見学)ー 

ー八ヶ岳高原ロッジ(昼食)ー県立まきば公園(買物)— 

ー各地(18:15～18:45)

【出発日】10/16(月)決定決定決定決定 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円

★湖北の里山に佇む「鶏足寺」は、特に参道の真紅★湖北の里山に佇む「鶏足寺」は、特に参道の真紅★湖北の里山に佇む「鶏足寺」は、特に参道の真紅★湖北の里山に佇む「鶏足寺」は、特に参道の真紅

の絨毯を敷き詰めたような落葉が圧巻の眺め。の絨毯を敷き詰めたような落葉が圧巻の眺め。の絨毯を敷き詰めたような落葉が圧巻の眺め。の絨毯を敷き詰めたような落葉が圧巻の眺め。    

★日本の紅葉名所百選「湖東三山」では、血染めの★日本の紅葉名所百選「湖東三山」では、血染めの★日本の紅葉名所百選「湖東三山」では、血染めの★日本の紅葉名所百選「湖東三山」では、血染めの

紅葉で有名な「金剛輪寺」と紅葉で有名な「金剛輪寺」と紅葉で有名な「金剛輪寺」と紅葉で有名な「金剛輪寺」と1,0001,0001,0001,000本を数える楓本を数える楓本を数える楓本を数える楓

が紅葉する「西明寺」の二山を今回は訪れます。が紅葉する「西明寺」の二山を今回は訪れます。が紅葉する「西明寺」の二山を今回は訪れます。が紅葉する「西明寺」の二山を今回は訪れます。    

【コース】各地(6:00～6:30)— 

ー鶏足寺(旧飯福寺）(参拝)—長浜(昼食・散策)ー 

ー金剛輪寺(参拝)ー西明寺(参拝)ー 

ー各地(18:30～19:00)

【出発日】11/24(金) 29(水)決定決定決定決定 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可 

★古都奈良は、世界文化遺産や国宝･重要文化財の宝庫。★古都奈良は、世界文化遺産や国宝･重要文化財の宝庫。★古都奈良は、世界文化遺産や国宝･重要文化財の宝庫。★古都奈良は、世界文化遺産や国宝･重要文化財の宝庫。

★たっぷり★たっぷり★たっぷり★たっぷり5555時間のフリータイムで、思い思いに見学!時間のフリータイムで、思い思いに見学!時間のフリータイムで、思い思いに見学!時間のフリータイムで、思い思いに見学!    

★奈良国立博物館では、★奈良国立博物館では、★奈良国立博物館では、★奈良国立博物館では、10/2110/2110/2110/21～～～～11/611/611/611/6正倉院展開催中!正倉院展開催中!正倉院展開催中!正倉院展開催中!    

【コース】各地(5:30～6:00)ー 

ー奈良公園(フリータイム5時間)ー各地(20:00～20:30) 

【出発日】10/24(火) 31(火) 

【食事】朝:○ 昼:× 夕:× 

【代金】 円 

※ガイド乗務いたしません。 

三島スカイウォークとヤクルト富士裾野工場 

飲み放題バイキング 

★日本最長富士を望む大吊橋!全長★日本最長富士を望む大吊橋!全長★日本最長富士を望む大吊橋!全長★日本最長富士を望む大吊橋!全長400m400m400m400m。歩行者専用とし。歩行者専用とし。歩行者専用とし。歩行者専用とし

ては日本一長い吊橋。富士山や駿河湾など一望の絶景。ては日本一長い吊橋。富士山や駿河湾など一望の絶景。ては日本一長い吊橋。富士山や駿河湾など一望の絶景。ては日本一長い吊橋。富士山や駿河湾など一望の絶景。    

★★★★40404040種類以上の料理食べ放題!種類以上の料理食べ放題!種類以上の料理食べ放題!種類以上の料理食べ放題!6666種類の地ビール飲み放題!種類の地ビール飲み放題!種類の地ビール飲み放題!種類の地ビール飲み放題!    

【コース】各地(5:45～6:15)—ヤクルト富士裾野工場見学— 

ー御殿場高原ビール(昼食)—三島スカイウォーク(見学)— 

ーえびせんべいの里御殿場店(買物)ー各地(19:00～19:30)

【出発日】10/31(火)決定決定決定決定 

【食事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円 

■無料ご招待券利用不可

 10キロお土産付き!! 

★やってきましたこの季節!恒例のみかん狩りは、今年も浜松の戸倉園さんで★やってきましたこの季節!恒例のみかん狩りは、今年も浜松の戸倉園さんで★やってきましたこの季節!恒例のみかん狩りは、今年も浜松の戸倉園さんで★やってきましたこの季節!恒例のみかん狩りは、今年も浜松の戸倉園さんで10101010キロ収穫体験＆食べ放題。キロ収穫体験＆食べ放題。キロ収穫体験＆食べ放題。キロ収穫体験＆食べ放題。    

★昼食は、地産地消をコンセプトにしたお店の新鮮な野菜と肉を使用した家庭的なバイキング。★昼食は、地産地消をコンセプトにしたお店の新鮮な野菜と肉を使用した家庭的なバイキング。★昼食は、地産地消をコンセプトにしたお店の新鮮な野菜と肉を使用した家庭的なバイキング。★昼食は、地産地消をコンセプトにしたお店の新鮮な野菜と肉を使用した家庭的なバイキング。    

★龍譚寺は、奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝える遠州の古刹。井伊直虎が眠る寺。★龍譚寺は、奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝える遠州の古刹。井伊直虎が眠る寺。★龍譚寺は、奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝える遠州の古刹。井伊直虎が眠る寺。★龍譚寺は、奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝える遠州の古刹。井伊直虎が眠る寺。 

【コース】各地(6:30～7:00)ー浜名湖SA(買物)—戸倉園(みかん狩り)— 

ー浜松(昼食）—龍譚寺(参拝)—ネオパーサ岡崎(買物)—各地(17:00～17：30) 

【出発日】11/14(火) 21(火) 23(木祝) 26(日) 

        12/5(火) 7(木) 9(土) 11(月) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 【代金】 円※ガイド乗務いたしません。

3336333633363336    

京都日帰り京都日帰り京都日帰り京都日帰り    

3307330733073307    

山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り山梨日帰り    

3306330633063306    

奈良日帰り奈良日帰り奈良日帰り奈良日帰り    

3339333933393339    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3344334433443344    

静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り    

白山白川郷ホワイトロード 

世界遺産  

★岐阜・石川両県にまたがる、世界遺産白川郷から★岐阜・石川両県にまたがる、世界遺産白川郷から★岐阜・石川両県にまたがる、世界遺産白川郷から★岐阜・石川両県にまたがる、世界遺産白川郷から

天下の温泉郷加賀を結ぶ国立公園内の山岳コース!天下の温泉郷加賀を結ぶ国立公園内の山岳コース!天下の温泉郷加賀を結ぶ国立公園内の山岳コース!天下の温泉郷加賀を結ぶ国立公園内の山岳コース!    

今回は、白山展望台までの往復ドライブでご案内。今回は、白山展望台までの往復ドライブでご案内。今回は、白山展望台までの往復ドライブでご案内。今回は、白山展望台までの往復ドライブでご案内。    

【コース】各地(6:00～6:30)— 

ー白山白川郷ホワイトロード(馬狩料金所～ 

白山展望台駐車場往復ドライブ)ー 

ー白川郷(昼食・展望)ー白川郷合掌造り集落(散策)ー 

ー各地(18:30～19:00)

【出発日】10/27(金) 

【食 事】朝:○ 昼:○ 夕:× 

【代金】 円

3318331833183318    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3334333433343334    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    

3316331633163316    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3323332333233323    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3313331333133313    

長野日帰り長野日帰り長野日帰り長野日帰り    

3335333533353335    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3320332033203320    

滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り滋賀日帰り    

3283328332833283    

静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り静岡日帰り    

3340334033403340    

岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り岐阜日帰り    

3338333833383338    

京都日帰り京都日帰り京都日帰り京都日帰り    

3337333733373337    

京都日帰り京都日帰り京都日帰り京都日帰り    

3332333233323332    

東京日帰り東京日帰り東京日帰り東京日帰り    

3330333033303330    

愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り愛知日帰り    




