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OMCホームページにてWEBパンフレット掲載中！https://www.omca.or.jp/travel/tour.html
※こちらは正式なパンフレットではございません。
お申込みの際は必ず各社パンフレットをご請求いただき、内容をご確認の上お申し込みください。
旅行会社より詳しい資料と旅行条件書をお送りいたしますので、
必ず詳細をご確認くださいますようお願いします。
※協同組合へのお申込みのご依頼をいただきますと、
※運送機関等の運賃・料金が値上げされた時は、その差額をいただく場合もございますのでご了承ください。 ※掲載の写真は全てイメージです。

このツアーは、大阪府医師協同組合、京都府保健事業協同組合、神戸医師協同組合、滋賀県医師協同組合、奈良県医師協同組合、和歌山県医師協同組合による共同企画です。
■大阪府医師協同組合旅行係 TEL.06-6768-2047

■滋賀県医師協同組合旅行係 TEL.077-516-8660

■京都府保健事業協同組合旅行係 TEL.075-223-1493

TEL.0742-34-7991

■奈良県医師協同組合旅行係

■神戸医師協同組合旅行係
■和歌山県医師協同組合旅行係

10-1

TEL.078-241-8819

TEL.073-422-2678

日本旅行企画 担当：佐川

〜さいはて紅葉エリアを目指して！
！天然温泉とグルメも楽しめます〜
・・世界遺産知床・阿寒湖・道東紅葉ルート ３日間
3日間 心に贅沢を・

北海道

知床五湖の紅葉

寛ぎのラビスタ阿寒川

遊覧船から紅葉を鑑賞
遊覧船から紅葉を鑑賞

日次

日目

1
湖面の反射も美しい屈斜路湖

旅 の Point

世界遺産の知床では紅葉シーズンを迎え、
清々しい秋空の中で散策。
道
東の湖では見頃。
釧路では丹頂ツルにも出会える時期です。
オホーツク、
網走など道東の山海食材を取り入れ、
創意工夫した体に優しいお食事も魅力。

旅行代金

交通機関
宿泊施設

旅行企画
・実施

平成30年10月6日(土)〜8日
（月・祝)
お一人様 199,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 現地添乗員が同行いたします

3

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：ひがし北海道観光バスまたは同等）
あばしり湖温泉／北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート（和洋室）
阿寒川温泉／ラビスタ阿寒川（洋室）

コース番号

10-1〜10-24
11-2〜11-25

10-25〜10-27
コース番号
11-26〜11-31

＊関西空港１４：２０頃発便もございますので、
お申し付けください。

10/6 ★宿泊：かつて存在したオホーツク民族の浪漫に思いを馳せるモダンなお宿
（土） ★温泉：効能豊かな自家源泉で心身を癒せる湯煙を堪能できます
☆夕食：オホーツクの幸でおもてなし、創作フレンチ
＜北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート＞
朝食後＝知床横断道路〜知床峠の紅葉（峠を上がるにつれて景色の変化が楽
しめ、北方領土も眺望）
＝知床五湖の紅葉散歩（ナナカマド・キハダ・ミズナラなど
高架木道をぶらり散策）
＝昼食：洋食＝屈斜路湖の紅葉（コバルトブルーの湖畔
に紅葉がはえる）
＝阿寒川温泉
2
10/7 ＊長時間のドライブが続きますが、休憩を入れながらご案内いたします。
（日） ★宿泊：オホーツク民族の浪漫に思いを馳せるモダンなお宿
★温泉：阿寒川から湧き出る天然温泉。森と一体感が味わえるよう野趣
あふれる露天風呂
☆夕食：北の大地の恵みを取り入れたご当地懐石
＜ラビスタ阿寒川＞
朝食後＝阿寒湖遊覧船（雄阿寒岳や滝口など鮮やかに色づく景勝地クルーズと、
＝釧路湿原展望台（雄大な秋シーズンの姿を眺望）
10/8 まりも観覧）
（月・祝）＝昼食：ご当地和膳
＝釧路空港 （羽田乗継） 伊丹／関西空港（19：30頃着）

日目

募集人数

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
伊丹空港（15：00頃発） （羽田乗継） 女満別空港＝あばしり湖温泉

日目

個性ある天然温泉で温まり、一足先に晩秋を迎えつつある北海道の清々しい秋に出会
えます。
旅行期間

月日

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

0120-06-1131

〒556-0016 大阪市浪速区元町 1-2-2 井上難波ビル 3 階

0120-86-3459

〒658-0072 神戸市東灘区岡本 1-7-8

1

ANTA 正会員
※年末年始は12月31日12時〜1月3日が休みとなります。
山本
ANTA 正会員
平日／10：00〜18：00 土／10：00〜15：00 日・祝／休み
三好克也
三好・平野

10-2

日本旅行企画 担当：中尾

〜青森の大自然に抱かれた2つのリゾートホテルに泊まる〜

青森 ベストシーズンに行く
と
「八甲田山パノラマ紅葉」
3日間

「奥入瀬渓流」紅葉めぐり 3日間

甲田
かな八
彩 鮮や

山

話題の紅葉名所「蔦沼」

八甲田ホテルのレストラン

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
伊丹空港（16：30頃発） 青森空港＝青森荒川温泉
★宿泊：ブナ林に囲まれた国内最大級の木造リゾートホテル
1 10/6 ☆夕食：温かみのあるログハウス調レストラン
「メドー」
にてホテル自慢の
（土）
フレンチ

日次

日本百名山「八甲田山」の紅葉を360°
パノラマでご覧ください。山頂
公園では、赤黄に染まる八甲田ゴードラインをゆっくり散策。整備され
た木道をご自身のペースでご覧いただけます。

旅 の Point

〜ホテルから
「酸ヶ湯温泉千人風呂」
まで無料送迎サービスがございます〜

〈八甲田ホテル〉

ご宿泊は、木のぬくもりあふれる迎賓館「八甲田ホテル」
と、奥入瀬渓流のすぐそばの
「星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル」。青森の大自然に抱かれた2つのリゾートホテルで、
自慢のお食事とやわらかな温泉をご堪能ください。

募集人数

宿泊施設

平成30年10月6日(土)〜8日(月・祝)

お一人様 198,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 現地添乗員が同行いたします
3

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：光洋観光バス）
青森荒川温泉／八甲田ホテル（洋室）
奥入瀬渓流温泉／星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル（洋室または和洋室）

（赤や黄色に色づく鮮やかな景色）
朝食後＝山麓駅 「八甲田ロープウェイ」
山頂公園駅 山麓駅＝城ヶ倉大橋（120ｍの高さから望む溪谷の紅葉の隠
れ名所）
＝昼食：十和田湖の見えるレストランにて洋食
10/7 ＝蔦沼・ブナ原生林散策（八甲田山の麓、鏡のように三景を映し出す神秘的な沼）
（日） ＝奥入瀬渓流温泉
★温泉：2017年4月にリニューアルした奥入瀬渓流を望む絶景露天風呂
☆夕食：県産の食材にこだわった西洋料理を会席スタイルで
〈星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル〉

朝食後＝紅葉の奥入瀬渓流（専門ガイドと約1時間散策）
＝昼食：弘前「翠明
10/8 荘」
にて津軽郷土料理膳＝鶴の舞橋（全長300m日本一長い木造三連太鼓橋）
（月・祝）
＝青森空港 伊丹空港（19：00〜20：00頃着）

日目

交通機関

2

日目

旅行代金

月日

日目

青森県の注目紅葉スポット蔦沼や、奥入瀬渓流、城ヶ倉大橋など、秋色に色づく手つか
ずの自然景観を巡ります。

旅行期間

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。
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山形
3日間

紅葉の奥入瀬渓流を現地ガイドと巡ります

日本旅行企画 担当：佐川

の紅葉はまさにベストシーズン！
日本百名山・日本百景のひとつ
「出羽富士」
！
と鳥海山・庄内絶景紅葉ルート 3日間
心に贅沢を・・・上品な
『天童荘』

「出羽富士」鳥海山の

鮮やかな紅葉

離れ「離塵境」でゆったりと

上品な天童荘での夕食（一例）

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
伊丹空港（16：30頃発） 山形空港＝天童温泉
★温泉：中庭を見ながら、湯っくり楽しめる木造りの浴場
1
10/6 ☆夕食：明治期に前身をうなぎ屋として創業。山形食材を巧みに彩る一子
（土）
相伝の日本料理
上質な宿と食事を提供する＜天童荘＞

日次

細部までこだわり、
きめ細やかなおもてなしを提供する
『天童荘』
。
総平屋
数寄屋造りの離れ
「離塵境」
を全6室限定ご用意！全てのお部屋に庭園と広
縁が備え付けられ、
大人の贅沢な時間をお過ごしいただけます。
一度は泊まりたい東北でも
指折りのお宿です。
山岳信仰の一大霊場「出羽三山」
・東北第２の標高を誇る2,236ｍ
「出羽富士」の紅葉
が見頃。山形・秋田の紅葉の名所として人気の自然を毎日眺められます。

添乗員
交通機関
宿泊施設

平成30年10月6日(土)〜8日
（月・祝)
お一人様 178,000円（2名様1室）

※天童荘の二間続きのお部屋をご希望の場合、
お一人様8,000円追加
※天童荘の二間・半露天風呂付のお部屋をご希望の場合、
お一人様17,000円追加

3

朝食後（遅めの出発）
＝＜日本の道百選のひとつ「月山花笠ライン」
をド
ライブ。
ナナカマド、
ミネカエデなどが鮮やかに色づく月山の紅葉を車窓
10/7 から…＞＝湯殿山神社の紅葉（社殿が無く、熱湯を湧出する巨岩がご神体）
（日） ＝昼食：ご当地和膳＝藤沢周平ゆかりの城下町鶴岡観光＝湯野浜温泉
★温泉：雄大な日本海を眺めながらご入浴。奥州三楽郷の名湯
☆夕食：日本海の荒波と峻厳な山々に磨かれた滋味をご当地懐石で
お部屋から絶景が楽しめる＜游水亭いさごや＞

朝食後＝＜標高2,236ｍ
「出羽富士・鳥海山」の紅葉、色づいたブナ林
や日本海を間近に望みながら
「鳥海ブルーライン」
を走行＞
10/8
（月・祝）＝昼食：港町・酒田で本格フレンチ
＝酒田観光（シンボルの山居倉庫群など散策）
＝庄内空港 （羽田乗継） 伊丹空港（20：30頃着）

日目

募集人数

2

日目

旅行代金

月日

日目

旅 の Point

旅行期間

朝ドラの舞台にもなった酒田の山居倉庫

12名（最少催行人数10名）★6組様限定
現地添乗員が同行いたします
航空機、現地貸切バス（運行バス会社：庄内交通）
天童温泉／天童荘（和室）
湯野浜温泉／游水亭いさごや（和室）

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。
※湯殿山神社ではご神体までの道中、裸足になっていただく箇所がございます。
（ご神体を見学されな
い場合は必要ございません。）

2
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日本旅行企画 担当：弥永

茨城 〜秋の絶景！見渡すかぎり真っ赤な紅葉〜
栃木 国営ひたち海浜公園のコキアと日光金谷ホテルに泊まる ３日間
3日間

丘一面の真っ赤なコキア

秋風に揺れるコスモスとコキア

日光東照宮にもご参拝

140年の歴史ある日光金谷ホテル

旅 の Point

お泊りは、
日本の建築美に西洋の家具や備品がとけ込んだ 日本最古のクラシックリ
ゾートホテル 日光金谷ホテル。最終日には、世界遺産 日光東照宮へもご参拝いただ
きます。

旅行代金
募集人数

宿泊施設

平成30年10月6日(土)〜8日(月・祝)
お一人様 158,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
※東京以遠
【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：関東自動車）
水戸／ホテル テラス ザ ガーデン水戸（洋室）
日光／日光金谷ホテル（洋室）

日目

交通機関

月日

日目

旅行期間

旅行スケジュール
（食事：朝２回・昼２回・夕２回）
新大阪駅（15：00頃発）／京都駅 東京駅 水戸駅…ホテル
1 10/6
★宿泊：サウナ付スパもご利用いただける水戸駅直結のホテル
（土） ☆夕食：地元の素材を使った、創作イタリアン料理
＜ホテル テラス ザ ガーデン水戸＞
朝食後＝国営ひたち国立公園（日々移ろいゆく赤のグラデーションが魅力的な
コキアの丘と秋風に揺れるコスモス畑を散策）
＝昼食：和食＝袋田の滝（日本三
名瀑のひとつ、大岩壁を四段に流れ、穏やかさと荒々しさを併せ持つ滝）
＝日光
2
10/7
（日） ★宿泊：古き良き時代の趣を残す、回転扉やレストランなど館内の調度
品が素晴らしいホテル
☆夕食：歴代の料理長から受け継がれてきた、ホテル伝統のフランス料理
＜日光金谷ホテル＞
朝食後＝日光（ 世界遺産 二社一寺「東照宮・輪王寺・二荒山神社」を現地ガイドの
3
10/8 案内でご参拝）
＝昼食：日光名物・ゆば会席膳
（月・祝）
＝宇都宮駅 東京駅 京都駅／新大阪駅（18：30頃着）

日次

日目

約32,000本のコキアが丘一面を埋め尽くす、
国営ひたち海浜公園へご案
内。
モコモコと可愛らしいコキアが鮮やかに紅葉し、
見晴らしの丘を真っ赤に
染め上げるさまはまさに絶景です。

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。
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栃木
3日間

日本旅行企画 担当：佐川

関東最高峰の紅葉最前線とクラシカルホテルで優雅な滞在♪
と戦場ヶ原くさもみじ ３日間
日光白根山
「紅葉ロープウェイ」
関東最高峰では標

高2,000ｍ地点で紅

葉観賞

｢中禅寺金谷ホテル｣自慢のフレンチをどうぞ

キレイに色づく戦場ヶ原のくさもみじ

ロープウェイと丸沼高原紅葉

旅 の Point

大自然での 深呼吸 を味わった後は、
クラシックホテルの優雅なディナーと名物温泉で
リフレッシュ♪。

旅行代金
募集人数

宿泊施設

平成30年10月6日(土)〜8日
（月・祝)
お一人様 169,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
※東京以遠【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：多野観光バス）
高崎駅直結／ホテルメトロポリタン高崎（洋室）
中禅寺温泉／中禅寺金谷ホテル（洋室）

日目

交通機関

月日

1

日目

旅行期間

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
新大阪駅（15：00頃発）／京都駅 東京駅 高崎駅（駅直結のホテル）
10/6
（土） ☆夕食：ホテル内レストランにて上州地区・群馬県産食材のこだわり懐石
＜ホテルメトロポリタン高崎＞
朝食後＝＜日本ロマンチック街道＞＝日光白根山麓の丸沼高原ロープ
（片道約2.5kmの紅葉空中散歩）
＝昼食：群馬懐石
ウェイ
2
トレッキングではあ
10/7 ＝戦場ヶ原（一面に広がるくさもみじを見ながら60分ほど散策。
＝中禅寺温泉
（日） りません。）
★温泉：
「空風呂」
では乳白色の源泉掛け流し自慢湯が楽しめます。
☆夕食：金谷ホテル歴代の料理長から引き継いだ伝統のフランス料理
＜中禅寺金谷ホテル＞
朝食後＝世界遺産の日光東照宮（少しずつ赤みを帯びてくる人気の日光エリア
3
10/8
＝昼食：ご当地和膳
（月・祝）を周遊）
＝高崎駅 東京駅 京都駅／新大阪駅（19：50頃着）

日次

日目

関東最高峰2,578ｍの「日光白根山」の麓に架かるロープウェイから
紅葉が１ヶ月に渡り楽しめる穴場スポット。水鳥と湿地に関する
「ラム
サール条約」
に登録された
「戦場ヶ原」
では草紅葉が広がる秋の大自然が見事です。

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。

3
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日本旅行企画 担当：青地

〜昨年も大好評!! 日本の美しさを感じられる極上旅館〜

静岡

すみか

感動を味わう富士山と修善寺の隠れ宿「鬼の栖」2日間

2日間

「富
から世界遺産
駿河湾フェリー

を望む
士山」

旅行スケジュール

1日目の昼食「桜家のうな重」

修善寺温泉に佇む隠れ宿「鬼の栖」

日々生まれ変わる鬼の栖のお料理（一例）

日次

大正から昭和の初め、多くの文化人が常宿していたという全館離れの
料亭旅館「鬼の栖」。鬼たちの隠れ家に相応しく、驚くほどの静寂の中、
風のそよぎ、水のせせらぎだけが心地よく身を包む空間でお寛ぎいただけます。

旅 の Point

日目

1

有名人も訪れるうなぎ料理の老舗「桜家」でのご昼食や、あらゆる角度からの 富士山
の雄姿 を存分にご覧ください。

宿泊施設

修善寺温泉／鬼の栖（和室）

旅行代金
募集人数

2

新大阪駅（9：40頃発）／京都駅 三島駅＝昼食：うなぎ料理の老舗「桜
家」
にて三島名物の うな重 ＝柿田川湧水公園（日本名水百選/柿田川は国
指定天然記念物）
＝伊豆の国パノラマパーク（ロープウェイにご乗車!! 標高
452mの空中公園より富士山の雄姿を望みます）
＝修善寺温泉
銘石、
灯籠、
庭木を取り囲むように配した客室
10/7 ★宿泊：水の流れ、
野の香りに浸る露天風呂でごゆっくりと...
(日) ★温泉：空をあおぎ、
☆夕食：山のもの、
海のもの、
季節のもの、
その日その時の素材で心を尽
くす懐石膳
＜鬼の栖＞

朝食後＝伊豆最大の金山 土肥金山（250kgの世界一の巨大金塊を展示）
＝土
（船室はゆったり空間の特別室をご利用
10/8 肥港 船上から雄大な富士山を一望!!
（月・祝）/約65分） 清水港＝昼食：地元人気店でのお寿司＝日本三大松原 三保
の松原（波打ち際から望む富士山も絶景で日本を代表する名勝）
＝静岡駅 京都駅／新大阪駅（19：50頃着）

日目

交通機関

平成30年10月7日(日)〜8日(月・祝)
お一人様 139,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数8名） 添乗員 同行いたします
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：伊豆バス)

旅行期間

（食事：朝1回・昼2回・夕1回）

月日

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。
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日本旅行企画 担当：神野

静岡 〜ご旅行中富士山ビューもお楽しみいただけます♪〜
と和のリゾート
「日本平ホテル」
「東府やResort＆Spa-Izu」3日間
3日間 風景美術館
rt＆Spa-Izu
っくりできる東府やReso
かない贅沢な空間でゆ
広大な敷地に全30室し

東府やの五感で楽しむお料理

日本観光地百選第1位に選ばれる日本平にあり、
富士山を望み
「風景美術
館」
とも称される日本平ホテル。
また、
伊豆最古の温泉地
「吉奈温泉」
にあ
「東府やResort＆Spa-Izu」
にご
り、
江戸時代より続く老舗旅館をリニューアルオープンした
宿泊。
3日目はゆっくり出発でホテル周辺を散策も♪温泉はもちろんのこと、
周辺には富士
見平歩道があり、
散策がてら歩けば富士山の絶景もご覧いただけます。

旅 の Point

駿河湾フェリーよりゆったり富士山観賞

日次

平成30年10月6日
（土)〜8日(月・祝)
お一人様 168,000円（2名様1室）

日目

2

※東府やのお部屋を
「新館ヴィラスイート別邸」
にアップグレードご希望の場合、
お一人様8,000円追加

募集人数

宿泊施設

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：伊豆バスまたは同等）
日本平／日本平ホテル（富士山を望む洋室）
吉奈温泉／東府やResort＆Spa-Izu（和洋室）

3

日目

交通機関

（食事：朝2回・昼2回・夕2回）

日目

旅行代金

旅行スケジュール

（ホテル送迎バス）
新大阪駅（15：40頃発）／京都駅 静岡駅＝
＝日本平
1
10/6 ★宿泊：富士山と三保の松原を望み、風景美術館と称されるほどの ホテル
（土） ☆夕食：帝国ホテルのシェフを務めた料理長が振舞う、至極のフレンチ
＜日本平ホテル＞

時折富士山を眺めながら、話題の観光地と静岡人気の2つのホテルでゆっくりしてい
ただくご旅行です。
旅行期間

月日

レストランやお部屋から富士山を望む
日本平ホテル

4

10/7
（日）

10/8
(月・祝)

朝食後＝久能山東照宮（日本平ロープウェイに乗って国宝指定の社殿を案内人
付で参拝）
＝昼食：
「Sushi Dining 志摩津」
にて駿河湾を眺めながらお
寿司のコース料理＝世界遺産・韮山反射炉（国内で唯一現存する実際に稼
働した反射炉をガイド付で見学）
＝吉奈温泉
★宿泊：江戸時代より続く老舗旅館をリニューアルした全30室の和のリゾート
★温泉：敷地内に6か所ある温泉で癒しの湯めぐりをご堪能
☆夕食：日本料理の醍醐味を存分に表現した五感で楽しむ懐石料理
＜東府やResort＆Spa-Izu＞
朝食後、
ゆっくりのご出発
＝浄蓮の滝（名曲「天城越え」でも知られ、日本の滝百選のひとつで伊豆を代表す
る名瀑布）
＝昼食：日本料理＝土肥港 ＜駿河湾フェリーより富士山の絶
景観賞（約65分）
＞ 清水港＝静岡駅 京都駅／新大阪駅（19：00頃着）
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日本旅行企画 担当：山根

〜皇太子一家もご静養の高原リゾート〜

長野 絶景の雲海テラスと紅葉の志賀高原
2日間

ホテルグランフェニックス 2日間

志賀
ニックス奥
グランフェ
れるホテル
ま
包
に
葉
紅

条件が揃えば幻想的な雲海も！

Point

標高1,500ｍ、
上信越国立公園の豊かな自然の中に佇む
「ホテルグラン
旅の
フェニックス奥志賀」
。
毎年スキーシーズンには皇太子様一家もご静養なさ
る上質な高原リゾートで秋の訪れを感じる優雅な休日をお過ごしください。

旅行期間
旅行代金

交通機関
宿泊施設

1

2

絶景の展望大浴場（ホテルグランフェニックス）

（食事：朝1回・昼1回・夕1回）

月日

新大阪駅（8：50頃発）／京都駅 名古屋駅 長野駅
昼食：フリー（列車内でお済ませください）
＝小布施観光（栗と北斎と花のまちをガ
＝＜紅葉の志賀草津高原ルート＞＝蓮池（紅葉広がる幻想的な
10/7 イドと共に散策）
＝志賀高原
(日) 池）
★宿泊：高原の豊かな自然と木の温もりに癒されるツインルーム
☆夕食：ゆったりとした時間を愉しむ産地厳選のシェフスペシャルイタリアン
＜ホテルグランフェニックス奥志賀＞

（眼下に広がる紅葉絨
朝食後＝竜王マウンテンパーク ＜竜王ロープウェイ
＞
SORA terrace（条件が合えば、幻想的な雲海と標高1,770ｍから望
10/8 毯）
（月・祝）む北アルプスの絶景）
＝昼食：須坂の歴史と共に作り上げる日本料理
＝長野駅 名古屋駅 京都駅／新大阪駅（19：20頃着）

日目

募集人数

平成30年10月7日(日)〜8日(月・祝)
お一人様 118,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】※JR特急【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：共和観光バス）
志賀高原／ホテルグランフェニックス奥志賀（洋室）

日次

日目

2015年8月に誕生した標高1,770ｍに佇む
「SORA terrace」。眼下に広がる紅葉
の絨毯を眺めながら、雲上の別世界へとご案内。

こだわりのイタリアンコース
※ワインは別

※雲海は自然現象につき、
ご覧いただけない場合がございます。
※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。
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日本旅行企画 担当：羽山

長野

〜毎回好評のえちごトキめきリゾート雪月花にご乗車！〜
いつかは訪れたい信州の温泉宿
にご宿泊 3日間
「藤井荘」

3日間

藤井荘の外観

全室が溪谷に面する藤井荘のお部屋

旅 の Point

幽玄たる溪谷に秋冬春夏の詞を知る、いつかは訪れたい伝統の信州旅
館「藤井荘」。210年以上も前から絶えず湧き出る温泉や、藤井荘の名
物料理「ぽんぽん鍋」
などを存分にお楽しみください。

旅行代金
募集人数
交通機関

2

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
※JR【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：妙高高原観光バス）
松本市内／松本ホテル花月（洋室）
山田温泉／藤井荘（和室）

3

日目

宿泊施設

平成30年10月6日(土)〜8日(月・祝)
お一人様 168,000円（2名様1室）

1

日目

旅行期間

日次

日目

最終日は2016年春にデビューした観光列車「えちごトキめきリゾート雪月花」
にご乗車。
一度のご乗車で、海と山の景色をご堪能。
また車内で
『雪コース
（洋食）』のお食事もお楽
しみいただけます。

藤井荘名物「ぽんぽん鍋」

5

月日

10/6
(土)

10/7
(日)

10/8
(月・祝)

えちごトキめきリゾート雪月花にもご乗車

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
新大阪駅（14：50頃発）／京都駅 名古屋駅 松本駅＝松本市内
☆夕食：長野が生み出す食材に作らせてもらうフレンチ
「ながのテロワール」
＜松本ホテル花月＞
朝食後＝善光寺（「一生に一度は善光寺詣り」で知られるお寺を公認案内人と共に
ご参拝）
＝昼食：信州そばと地元の食材を使った和食膳＝小布施散策（葛
飾北斎や栗の名産地で知られる街をガイドと共に散策）
＝山田温泉
★宿泊：2016年夏にリニューアルオープンした松川溪谷が見える絶景宿
★温泉：森鴎外など文人も愛した
「癒」の湯
☆夕食：信州の伝統食を加味した会席料理
＜藤井荘＞
朝食後（遅めのご出発）
＝妙高高原駅 ＜えちごトキめきリゾート雪月花（昼食：洋食）＞ 糸魚
川駅 金沢駅 京都駅／新大阪駅／大阪駅（17：40頃着）
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日本旅行企画 担当：神野

長野

〜10月の上高地は黄金色！
！〜
にご宿泊 ３日間
黄葉彩る秋の上高地をゆっくり満喫！
「上高地帝国ホテル」

3日間

毎年10月8日に
行われる明神池御
船祭り

黄葉に彩られた大正池

上高地帝国ホテル外観

秋の気配を感じる河童橋

旅 の Point

一度泊まってみたい
「上高地帝国ホテル」
で、
最高のおもてなしと澄んだ空
気で心も身体もリフレッシュ。

ほんのりと秋色に色づき始めた上高地では、夏とはまた違った風景をご覧いただけます。

旅行期間

平成30年10月6日(土)〜8日
（月・祝）
お一人様 139,000円（2名様1室）

※両ホテルのお部屋をアップグレードご希望の場合、
お一人様23,000円追加
（ホテル翔峰は
「展望風呂付和室」
、
上高地帝国ホテルは
「ベランダ付ツイン」
への
アップグレードとなります）

16名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
ＪＲ
【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：山谷観光バス）
宿泊施設 美ヶ原温泉／ホテル翔峰
（和室）
上高地／上高地帝国ホテル（洋室）

1

2

日目

旅行代金

日次

日目

ゆっくりと自由散策をお楽しみいただけるよう、2日目は上高地まで直行します。上高地
への滞在にこだわり、2日目と3日目はフリーです。3日目の11：00からは明神池にて
御船祭りもございます。
河童橋・大正池・明神池など思い思いのくつろぎの時間をお楽しみください。

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼0回・夕1回）
新大阪駅（14：50頃発）／京都駅 名古屋駅 松本駅＝美ヶ原温泉
10/6 ★宿泊：美ヶ原に位置するホテルからは松本城下の美しい夜景を堪能
(土) ☆夕食：信州ブランド食材を使った本格和食会席料理
★北アルプスまでも見渡せる眺望と温泉が自慢のお宿＜ホテル翔峰＞
朝食後＝＜直行＞＝上高地 ※交通規制のため沢渡よりタクシーに乗り換えます
オプショナルプラン【別途料金】
ガイド付上高地散策コース
10/7 【（例）河童橋〜明神池まで片道2時間コース（約3.5km）】
(日)
お客様のご希望に応じて多様にアレンジします。
詳細はお問い合わせください。
月日

昼食・夕食：フリー ※昼食については、
お食事処やレストランをご案内いたします。
※夕食ご希望の方には、
上高地帝国ホテルでのフランス料理をご用意
【別途料金18,200円】

募集人数

★日本初の本格的山岳リゾートホテル＜上高地帝国ホテル＞

交通機関

朝食後、
上高地自由散策（添乗員がオススメのスポットをご案内し、自由に散策／
10/8
＝松本駅 名古屋駅 京都駅／新大阪駅（19：15頃着）
（月・祝）昼食：フリー）

日目

3

※上高地帝国ホテルのチェックアウトは〜11：00、
上高地13：00頃出発予定。
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日本旅行企画 担当：秋本
ときすみか

と
長野 限定5組！中央アルプス杜の隠れ宿「季澄香」

標高2,612m雲上の駒ケ岳・千畳敷の紅葉 3日間

3日間

紅葉の駒ヶ岳

紅葉の駒ヶ岳とロープウェイ

中央アルプス杜の隠れ宿「季澄香」
ときすみか

旅 の Point

明峰木曽駒ケ岳へロープウェイで登ります。標高2,612ｍの千畳敷は下界とは別世界
です。紅葉が美しい千畳敷カールは一見の価値がございます。

旅行代金

平成30年10月6日(土)〜8日(月・祝)
お一人様 178,000円（2名様1室）

募集人数

10名（最少催行人数8名）

交通機関

※ＪＲ特急【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：中央観光または同等）

宿泊施設

早太郎温泉／中央アルプス杜の隠れ宿「季澄香」

添乗員

1

2

日目

旅行期間

日次

日目

昨年オープンした 中央アルプス杜の隠れ宿『季澄香』 は全8室の
隠れ宿。早太郎温泉の名湯と高評価を得ている自慢の食事をお楽し
みいただけます。

同行いたします

日目

3

ときすみか

「季澄香」客室一例

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
新大阪駅（14:50頃発)／京都駅 名古屋駅 中津川駅＝早太郎温泉
★宿泊：駒ヶ岳の麓に誕生した全8部屋の隠れ宿
10/6
(土) ★温泉：美肌の湯・早太郎温泉をひいた客室の半露天風呂
☆夕食：料理長が腕をふるう懐石創作日本料理
ときすみか
＜中央アルプス杜の隠れ宿「季澄香」
＞
月日

（雲上の別世界へご案内)
朝食後＝しらび平駅 駒ケ岳ロープウェイ
千畳敷駅…標高2,612mの千畳敷カールを散策…千畳敷駅
10/7 しらび平駅＝昼食：和食＝早太郎温泉
(日)
☆夕食：前日とは異なる内容の懐石創作日本料理
ときすみか
＜中央アルプス杜の隠れ宿「季澄香」
＞

10/8 朝食後＝馬籠宿（中山道の宿場町。島崎藤村記念館など見物。昼食：和食）
(月・祝) ＝中津川駅 名古屋駅 京都駅／新大阪駅（16:00頃着）

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。
※ホテルのコンセプト上、
中学生未満のお子様のご宿泊はできません。
ご了承ください。

（半露天風呂付洋室）
（連泊）

7

10-14

日本旅行企画 担当：青地

岐阜 プロが選ぶ名旅館「水明館」
と源泉掛け流しの 岡田旅館・和楽亭
3日間

で檜に拘った
天井･壁･柱ま

水 明 館の大 浴

3日間

場

平湯の人気宿「岡田旅館・和楽亭」

旅行スケジュール

1泊目は「2018年プロが選ぶ日本のホテル・旅館百選の最上位クラ
ス」に選ばれた、 下呂温泉 水明館 。全室バルコニーと高野槙の温泉
内風呂付の優雅な佇まいをもつ、
「臨川閣」のお部屋をご用意。

旅 の Point

色づく山頂付近と新穂高ロープウェイ

日次

翌日は全客室数10室の 岡田旅館・和楽亭 にご宿泊。お部屋は源泉掛け流しの露天
風呂付で、風情ある古民家風の人気宿でごゆっくりお寛ぎください。

募集人数
交通機関

朝食後＝高山の古い町並み散策（日本三大朝市と歴史的建造物が魅力的）
10/7 ＝昼食：高山市内にてお寿司膳＝平湯温泉（夕方早めのチェックイン）
(日) ☆夕食：山菜や溪谷渓流でとれた魚などの奥飛騨料理
＜岡田旅館
（和楽亭）
＞
3 10/8 朝食後＝新穂高ロープウェイでの雲上散歩（北アルプスの絶景と山頂付近の
＝昼食：洋食コースまたは和食膳
（月・祝）紅葉観賞）
＝高山駅 名古屋駅 京都駅／新大阪駅（19：30頃着）
2

日目

宿泊施設

平成30年10月6日(土)〜8日(月・祝)
お一人様 158,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
※ＪＲ特急【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：南飛騨観光バス）

（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
旅行スケジュール
新大阪駅（14：40頃発）／京都駅 名古屋駅 下呂駅
〈送迎〉
10/6 ＝
＝日本三名泉 下呂温泉
(土) ☆夕食：一品一品丁寧に手づくりされた会席膳をお部屋にてご用意
＜水明館
（臨川閣）
＞
月日

日目

旅行代金

日目

旅行期間

1

バルコニー・温泉内風呂付の客室（水明館）

りんせんかく

（和室または和洋室）
下呂温泉／水明館〈臨川閣〉
（露天風呂付和室）
平湯温泉／岡田旅館〈和楽亭〉

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。

10-15

日本旅行企画 担当：秋本

岐阜 昨年大好評！観光列車 ながら
2日間

と標高1,000ｍの隠れ宿
「満天の宿」
紅葉の絶景 白山白川郷ホワイトロード 2日間

2014年12月オープン
の
「満天の宿」
は標高
1,000ｍの隠れ宿。
お部屋の露天風呂で
お寛ぎください。

旅 の Point

長良川鉄道「ながら」

水戸岡鋭二氏デザインの人気の観光
列車「ながら」にご乗車！沿線の食材を
使った食事も楽しみの一つです。
6月から11月初旬までしか通れない白
山白川郷ホワイトロードでは日本の滝
百選の「ふくべの大滝」
も訪れます。

「満天の宿」の夕食（一例）

日次

日目

1

全8部屋の隠れ宿「満天の宿」

宿泊施設

美濃・石徹白峠山温泉／満天の宿（露天風呂付客室）

募集人数

光列車。長良川の景色を眺めながら、美濃沿線の食材を使った昼食をお召し上がりく
ださい／約90分） 郡上八幡駅＝郡上八幡（清流と名水の城下町・郡上八幡
の街並みを散策）
＝モネの池（クロード・モネの絵画『睡蓮』を彷彿とさせる池を見物）

日目

交通機関

旅行代金

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
新大阪駅（7:50頃発）／京都駅 岐阜羽島駅 美濃太田駅 観光列
車 ながら（「ななつ星」や「或る列車」を手掛けた水戸岡鋭治氏がデザインした観

10/7 ＝美濃・石徹白（いとしろ）峠山温泉
（日） ★宿泊：全8部屋の和モダンの隠れ宿。天然温泉でお寛ぎください
★温泉：お部屋の露天風呂に加えて敷地内の入浴施設「満天の湯」
もご
利用いただけます
☆夕食：奥美濃・飛騨の恵の飛騨牛や奥美濃地鶏、郡上の名水の恵を
使った和の懐石料理
＜満天の宿＞
朝食後＝世界遺産の合掌集落・白川郷を散策＝＜絶景の白山白川郷ホ
2 10/8
ワイトロード（眼下に広がる溪谷や日本の滝百選のひとつ ふくべの大滝 など見物）＞
(月・祝) ＝一里野（昼食：和食）
＝小松駅 京都駅／新大阪駅／大阪駅（19:30頃着）

紅葉の絶景 白山白川郷ホワイトロード

平成30年10月7日(日)〜8日(月・祝)
お一人様 128,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス(運行バス会社：白鳥交通)

旅行期間

月日

いとしろ

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。

8

10-16

山口
3日間

日本旅行企画 担当：青地

〜全国からのリピーターが多い至福の隠れ家〜
大好評の極上宿!! 源泉掛け流しの露天風呂付「古稀庵」
フリー 3日間
広々とした寛ぎの客室（一例）

館内の露天風呂もどうぞ...

日次

こもれび文庫で読書のひととき..

1

旅 の Point

広い敷地に僅か16室しかない極上の宿
「古稀庵」
。
全室源泉掛け流しの露
天風呂付となっております。
お料理も産地ならではの素材を活かして、
やさ
しい味付けでご用意。
滞在中は身も心も満たされる至福の時間がお過ごしいただけます。

旅行代金

2

日目

旅行期間

日目

地産地消の夕食（一例）

平成30年10月6日(土)〜8日
（月・祝）
お一人様 129,000円（2名様1室）

月日

旅行スケジュール

(土)

★宿泊：源泉掛け流しの露天風呂付（その他、館内大浴場・露天風呂もございます）
☆夕食：館内ダイニングにて、
地産・地味にこだわった和食会席
＜古稀庵＞
朝食後、
フリータイム
※ご希望のお客様には
【世界遺産の萩城下町，
特別天然記念物の秋吉台・秋芳洞，
下

10/7 関 唐戸市場，宇部72カントリークラブでのゴルフなど、近隣観光地への観光タクシー・
(日) レンタカー】の手配を承ります。
【別途料金】
☆夕食：前日とは異なった献立をご用意

※グリーン席をご希望の場合、
お一人様往復10,000円追加

6組様限定（最少催行人数2名） 添乗員 同行ありません
交通機関 ＪＲ新幹線
【普通指定席・禁煙車】
宿泊施設 湯田温泉／古稀庵
（和洋室・連泊）
募集人数

2日間

＜古稀庵＞

朝食後、
フリータイム ※チェックアウトは〜11：00です。

日目

3

10/8 ＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
（月・祝）
＝新山口駅 新神戸駅／新大阪駅

10-17

島根

（食事：朝2回・昼0回・夕2回）

＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
（タクシー等で約25分）
新大阪駅／新神戸駅 （約2時間） 新山口駅＝
＝湯田温泉★他駅（名古屋駅・京都駅など）発着も承ります。
※駅⇔旅館間の移動はお客様ご自身でお願いいたします。
10/6 ※チェックインは14：00〜です。

日本旅行企画 担当：山根

〜神々が集う地と日本一の庭園美術館〜
けいうん
悠久の浪漫溢れる神話の国 出雲 といにしえの宿「佳雲」2日間

神々が集う出雲大社

寛ぎの和モダン客室（佳雲）

旅 の Point

2017年7月にグランドオープンのいにしえの宿「佳雲」
にご宿泊。神々
に見守られる出雲大社のお膝下でゆったりと上質な時をお楽しみくだ
さい。
また、天然温泉や夕食には日本海の海の幸もご堪能いただけます。
神々が宿るとされ、数多くの伝説が伝えられる出雲大社へお詣りいたします。その他に
も日本一の庭園で知られる足立美術館や出雲名物の蕎麦など神話の国をゆったりとお
楽しみいただけます。

旅行代金
募集人数

宿泊施設

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：出雲一畑交通）
（ベッド付和室）
出雲市／いにしえの宿「佳雲」

日目

交通機関

平成30年10月7日(日)〜8日(月・祝)
お一人様 98,000円（2名様1室）

9

出雲名物のそばも堪能！

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
新大阪駅（8：00頃発）／新神戸駅 岡山駅 出雲市駅
＝昼食：出雲名物のそばが付いた和食膳
＝出雲大社（神々が集う神話の舞台へお詣り）
＝出雲市
1
10/7
(日) ★宿泊：2017年7月オープンの和モダンで上質な空間
★温泉：自家源泉の温泉大浴場に5つの貸切風呂
☆夕食：日本海の海の幸を味わう会席料理
＜いにしえの宿「佳雲」
＞
朝食後＝島根ワイナリー（醸造館の見学やワインの試飲など）
2
10/8 ＝昼食：国内外から取り寄せた食材で織りなすフレンチコース
(月・祝)
＝足立美術館（5万坪に広がる日本一の庭園）
＝米子駅 岡山駅 新神戸駅／新大阪駅（19：30頃着）

日次

日目

旅行期間

日本一の庭園美術館

月日

10-18

日本旅行企画 担当：堀川

〜温泉展望風呂付の客室と話題の列車〜
と
最新観光列車 に乗る絶景の下関 2日間

山口 ニューオープンの ホテル風の海
2日間

〇のはなし」
ける観光列車「〇
海岸沿いを駆け抜

旅行スケジュール

話題の絶景スポット
「角島大橋」

旅 の Point

2018年3月にグランドオープンした「ホテル風の海」。温泉展望風呂
付のお部屋で日常の喧騒を忘れるひと時をお過ごしくださいませ。

真新しい海眺望の客室（ホテル風の海）

旅行代金
募集人数

宿泊施設

平成30年10月7日(日)〜8日(月・祝)
お一人様 118,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
※九州新幹線【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス(運行バス会社：新下関観光バス）
下関温泉／ホテル風の海（温泉展望風呂付洋室）

10-19

愛媛
2日間

月日

日目

交通機関

日次

日目

旅行期間

日本旅行企画 担当：堀川

露天風呂付の

〜趣の異なる露天風呂付の宿と愛媛の美食旅〜
リニューアルの湯宿と全19室の隠れ家
選べる2つの名湯・道後温泉 2日間

名湯を心行くまでお楽しみください（朧月夜）

ゆとりの時間でたっぷりと温泉街を満喫

下関の幸に舌鼓（ホテル風の海夕食一例）

（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
旅行スケジュール
新大阪駅（9：30頃発）／新神戸駅 小倉駅＝昼食：関門の幸を使った門
司港イタリアン＝門司港レトロ（関門海峡エリア随一の趣ある建物の数々）
1 10/7 ＝下関温泉
(日) ★宿泊：2018年3月グランドオープン！
★温泉：オーシャンビューの展望露天風呂付のお部屋
☆夕食：下関の新鮮な海の幸や旬の素材を使った会席料理
＜ホテル風の海＞
（約2時間）
朝食後＝新下関駅 ＜観光列車
「〇〇のはなし」
＞ 人丸駅
2 10/8 〜海岸沿いを駆け抜ける絶景と列車限定の特製お弁当〜
（月・祝）＝角島大橋（テレビや雑誌などでも話題の絶景スポット）
＝妙青寺（美しい雪舟庭園
が見どころ）
＝新下関駅または小倉駅 新神戸駅／新大阪駅（19：00頃着）

2017年8月運行開始の美しい海岸線とともに萩（は）
・長門（な）
・下関（し）
を巡る観光
列車「〇〇のはなし」
にご乗車。眼前に広がる絶景や話題の角島大橋などご満喫いただ
けます。

贅沢なお部屋（

朧月夜 一 例 ）

露天風呂付のリ
ニューアル宿（
道後

御湯一例）

上質かつ繊細なご夕食（朧月夜）

日本屈指の名湯・道後温泉にひっそりと佇む
「別邸朧月夜」
。
行き届いたお
もてなしが好評で、わずか全19室のお部屋はすべて温泉露天風呂付。
一
度は泊まってみたい道後の名宿で寛ぎのひと時をお過ごしください。

旅 の Point

2018年5月にグランドオープン
「道後御湯」。温泉露天風呂付・松山城下を見下ろす
テラス付のモダンな宿です。空間にこだわり、現代湯治をコンセプトに生まれ変わっ
た新たな湯宿で快適にお過ごしくださいませ。

日次

お宿での滞在時間を重視し、観光は必要最低限にしております。ゆったりとした行程と
美食にもこだわった贅沢な大人旅をご満喫ください。

旅行代金
募集人数
宿泊施設

平成30年10月7日(日)〜8日(月・祝)
お一人様 128,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
航空機、現地貸切バス（運行バス会社：奥道後交通）
道後温泉／別邸朧月夜（露天風呂付和洋室）
または 道後御湯（露天風呂付和洋室）

2

日目

交通機関

日目

旅行期間

1

月日

10/7
（日）

10/8
(月・祝)

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
伊丹空港（9：20頃発） 松山空港＝坂の上の雲ミュージアム（小説の世界
をガイドと共に見学）
＝昼食：瀬戸内の四季を感じさせる創作フレンチ
＝道後温泉
★お早目の到着で、由緒ある温泉街をゆったり散策
★宿泊：全室露天風呂付、毎回大好評の大人の贅沢宿（朧月夜）
★宿泊：全室露天風呂付、
リニューアルオープンのモダンな湯宿（道後御湯）
★温泉：日本屈指のなめらかな名湯でゆっくりと疲れを癒します
☆夕食：個室食事処でいただく、料理長こだわりの日本料理（朧月夜）
＜別邸朧月夜＞または＜道後御湯＞
＝松山城（重要文化財であり、日本屈指の名城）
朝食後（ゆっくりのご出発）
＝昼食：旬を大切にした 滋味 を感じるオーベルジュフレンチ
＝砥部焼伝統産業会館（歴史ある砥部焼の資料館を見学）
＝松山空港 伊丹空港（19：00頃着）

※ホテルのコンセプト上（両施設とも）、小学生以下のお子様はご宿泊いただけません。

10

10-20

長崎
3日間

日本旅行企画 担当：中尾

関連遺産

〜美しい教会の街 長崎・天草地方へ…〜
世界遺産登録決定！信仰の歴史漂う天草と
に泊まる 3日間
憧れの
「雲仙観光ホテル」

雲仙観光ホテル フレンチ

で長 崎の
シンボル「
大浦

天主堂」

雲仙観光ホテルのダイニング

旅 の Point

今年6月に世界遺産登録が決定した
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連
遺産」
に含まれる、
美しい教会や集落へご案内。海の天主堂 と呼ばれる
「﨑
津教会堂」
や、
長崎のシンボル
「大浦天主堂」
など、
当時の姿を残す遺産をご覧いただけます。

旅行代金
募集人数
交通機関

月日

添乗員 同行いたします
12名（最少催行人数10名）
※JR九州新幹線、
JR特急
【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：九州産交バスまたは同等）
熊本市内／ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ（洋室）
雲仙温泉／雲仙観光ホテル（洋室）

日目

宿泊施設

平成30年10月6日(土)〜8日
（月・祝）
お一人様 188,000円（2名様1室）

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
（15：10頃発）
新大阪駅
／新神戸駅 熊本駅＝＜ホテル送迎車＞＝ホテル
1 10/6
☆夕食：ホテル内
「光琳」
にて、
熊本の食材 ひご野菜 を堪能できる懐石
(土)
＜ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ＞
（明治時代の港が完全な形で現存する日本唯一の
朝食後＝世界遺産
「三角西港」
港）
＝昼食：天草の海の幸の会席膳＝天草下島観光（世界遺産「﨑津集落」を
2 10/7 ガイド付で散策、白壁の「大江天主堂」）
(日) ＝鬼池港 口之津港＝雲仙温泉
★宿泊：
「新しくノスタルジア」
をコンセプトに掲げたモダンデザインの洋室
☆夕食：ノスタルジックなダイニングで、
伝統のフレンチ
「雲仙キュイジーヌ」
一度は泊まってみたい近代名建築ホテル＜雲仙観光ホテル＞
をご案内）
3 10/8 朝食後＝長崎観光（世界遺産「旧グラバー住宅」、世界遺産「大浦天主堂」
（月・祝）＝昼食：長崎中華街にて中華料理
＝長崎駅 博多駅 新神戸駅／新大阪駅（20：00頃着）

日次

日目

旅行期間

世界遺産の「﨑津集落」

日目

雲仙でのご宿泊は、1935年創業の格調高きクラシックホテル「雲仙観光ホテル」。
スイ
ス・シャレー風の3階建て構造は、
日本の山岳ホテルの先駆けとして、国の登録有形文
化財に指定されています。
ウイリアム・モリスの草木模様の壁紙、
ステンドグラスなどで
彩られた、
クラシカルな空間での滞在をお楽しみください。

10-21

日本旅行企画 担当：弥永

宮崎

〜限定5組・大人の隠れ宿〜
で寛ぐ
2日間 「離れの宿 神隠れ」

神話の世界

秋の高千穂 ２日間

穂峡
国の天然記念物 高千

高千穂の山の幸に舌鼓

旅 の Point

国の天然記念物に指定されている
『高千穂峡』。遊歩道からは神話と伝
説に所縁のあるスポットが数多く見られます。真名井の滝・鬼八の力石・
高千穂三橋など渓谷美をご堪能ください。
お泊りは秘境の地・高千穂に立つ、全室離れの安らぎの宿 離れの宿 神隠れ にて。
和室・洋室・和洋室と趣の異なる和モダンな空間には全室に風情ある専用風呂を併設し
ており、高千穂峡の玉垂れの滝から汲み上げた神聖な湯で日々の疲れを癒してください。

離れの宿 神隠れ（客室一例）

日次

旅行代金
募集人数

宿泊施設

平成30年10月7日(日)〜8日(月・祝)
お一人様 128,000円（2名様1室）

※中部空港発着をご希望の場合、
お一人様往復14,000円追加

10名（最少催行人数8名） 添乗員 現地添乗員が同行いたします
航空機、現地貸切バス（運行バス会社：永峰観光バス）
高千穂峡／離れの宿 神隠れ（和室または和洋室または洋室）

2

日目

交通機関

日目

1
旅行期間

11

本格的な高千穂の観光夜神楽

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
伊丹空港（9：45頃発）／中部空港（8：20頃発） 宮崎空港＝昼食：郷土料
理＝高千穂峡（日本の滝百選にも選ばれた 真名井の滝 や神話に由縁のある お
のころ島 などを散策、遊歩道を片道約1時間）
＝高千穂
10/7
(日) ★宿泊： 全8室の贅沢な宿、花鳥風月をモチーフにした離れの客室
☆夕食：宮崎高千穂牛、川の幸山女魚など高千穂ならではの山里料理
★ご希望の方は夕食後、高千穂 観光夜神楽へご案内（約1時間）★
＜離れの宿 神隠れ＞
月日

朝食後＝天岩戸神社（天照大神の岩戸伝説が残る神社をご参拝）
10/8 ＝ 秘境 椎葉村（平家落人伝説の里、那須大八郎と鶴富姫の悲恋の伝説が残る
(月・祝) 鶴富屋敷など）
＝昼食：和食
＝宮崎空港 伊丹空港（18:45頃着）／中部空港（20：00頃着）

10-22

日本旅行企画 担当：秋本

鹿児島
3日間

〜九州の隠れた名湯へご案内〜
ひなたやま

やかくてい

5組限定 日当山温泉 数寄の宿 野鶴亭 と肥薩ユニーク列車の旅 3日間
数寄の宿 野鶴亭

数寄の宿 野鶴亭

しんぺい号とかわせみやませみ号

日次

四季の里はなむら 客室露天風呂
（一例）

日目

1

日当山温泉と小田温泉…聞き慣れない温泉地ですが、九州では隠れた
名湯として知られる温泉でございます。その中でも、人気の 数寄の宿
野鶴亭 と 四季の里はなむら へご案内いたします。

旅 の Point

全国で人気となっている観光列車の先駆け「しんぺい号」
と昨年デビューの「かわせみ
やませみ号」
にご乗車。球磨川の流れやスイッチバックなど車窓からの風景は必見です。

旅行代金
募集人数
交通機関

2

※1泊目露天風呂付客室をご希望の場合、
お一人様5,400円追加

10名（最少催行人数8名） 添乗員 現地添乗員が同行いたします
航空機、現地貸切バス（運行バス会社：入来観光・津埜観光または同等）
日当山温泉／数寄の宿 野鶴亭（和室）
小田温泉／四季の里はなむら（露天風呂付離れ和室）

3

日目

宿泊施設

平成30年10月6日(土)〜8日(月・祝)
お一人様 168,000円（2名様1室）

日目

旅行期間

（食事：朝2回・昼2回・夕2回）
旅行スケジュール
伊丹空港（16:10頃発） 鹿児島空港＝日当山温泉
★宿泊：風情を大切にした数寄屋造りの離れのお部屋
10/6 ★温泉：西郷隆盛の愛した湯として知られ、数々の逸話も伝え残されて
(土)
いる温泉
☆夕食：鹿児島の四季折々の食材を使い、
目にも美味しい懐石料理
＜数寄の宿 野鶴亭＞
を祀った神
朝食後＝霧島神宮〔建国神話の主人公である瓊々杵尊（ニニギノミコト）
宮〕
＝吉松駅
しんぺい号 （霧島連山や桜島を望む「日本三大車窓」のパノラマ
を大きな窓から楽しめます） 人吉駅(乗継)
かわせみやませみ号 （肥薩線
の球磨川沿いの風景を車窓に映して走る観光列車。
昼食：車中お弁当）
〕
10/7
熊本駅＝小田温泉
(日)
★宿泊：露天風呂付離れのお部屋
★温泉：客室の露天風呂をはじめ、
洞窟風呂など隠れた名湯
☆夕食：火の国・熊本の食材を使った料理長自慢の創作懐石料理
＜四季の里はなむら＞
月日

＝大観峰（阿蘇五
10/8 朝食後＝くじゅう花公園（阿蘇と九重の高原を彩る花々を観賞）
（月・祝）岳を眺望）
＝昼食：和食＝熊本空港 伊丹空港（15:45頃着）

10-23

静岡
3日間

日本旅行企画 担当：岩井

〜お泊りは浜松駅直結なのでご出発はゆっくり〜
浜松のトーナメント開催コースでゴルフ 3日間

浜名湖カン
トリークラブ

遅めの出発で
お泊りは駅直結
ホテルなのでゆったりとしたプ
ランとなっております。

旅 の Point

過去に女子プロトーナメントや
日本女子オープンを開催した
トーナメントコースでゴルフを
お楽しみいただけます。

浜松シーサイドゴルフクラブ

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼0回・夕2回）
【集合は新大阪駅16：20頃でゆったり】
（16:40頃発）
新大阪駅
／京都駅 浜松駅…徒歩約3分（動く歩道利用）…ホテル
1
10/6 ★宿泊：浜松駅から直結！オークラグループのラグジュアリーホテル
(土) ★浴場：ホテルの29階の展望浴場からは浜松市内・遠州灘が一望
☆夕食：フリー（うなぎや餃子など浜松の名物をお楽しみいただけます）
＜オークラアクトシティホテル浜松＞
朝食後、
「浜松シーサイドゴルフクラブ」
で１ラウンド
★静岡唯一の日本女子オープンを2度開催の名門ゴルフ場。
2
10/7 【プレー費別途・キャディ付・乗用カート付】
（日） プレー後、
ホテルへ
☆夕食：ホテル内31階「山里」
にて和食会席
＜オークラアクトシティホテル浜松＞
朝食後、
「浜名湖カントリークラブ」
で１ラウンド
3 10/8 ★名匠・安田幸吉氏が設計し過去に女子プロトーナメント開催のコース。
(月・祝) 【プレー費別途・キャディ付・乗用カート付】
プレー終了後＝浜松駅 京都駅／新大阪駅（19：00頃着）

日次

日目

ホテル浴場からの景色

日目

オークラアクトシティホテル浜松

平成30年10月6日(土)〜8日(月・祝)
【プレー費別途】
お一人様 98,000円（2名様1室）
募集人数 16名
（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
交通機関 ＪＲ
【グリーン席・禁煙車】
宿泊施設 浜松／オークラアクトシティホテル浜松
（洋室・連泊）
旅行期間
旅行代金

日目

12

月日

10-24

熊本
3日間

日本旅行企画 担当：佐川

〜ベストシーズン！美しき雄大な阿蘇山麓でラウンド〜
阿蘇の雄大な山麓の名門トーナメントコースでゴルフプレー 3日間

熊本空
トコース「
トーナメン

ークラブ」
港カントリ

郷土料理「青柳」の夕食

熊本空港カントリークラブ

雄大な阿蘇外輪山の麓に広がる
「阿蘇大津ゴルフクラブ」
はのびのびとし
た美しいコース。
多くのコース設計を手がける服部彰氏の手により、
恵まれ
た地形と自然が存分に生かされた本格的チャンピオンコースです。

旅行期間
旅行代金
交通機関
宿泊施設

10/6
(土)

2

10/7
(日)

阿蘇大津ゴルフクラブ

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼0回・夕1回）
伊丹空港（16:30頃発） 熊本空港＝ホテル
★宿泊：熊本城を望み、
木のぬくもりを感じるゆったりとした洋室
☆夕食：フリー
＜ホテル日航熊本＞
朝食後、
ゴルフ場へ。
「熊本空港カントリークラブ」
で１ラウンド
【プレー費別途・キャディ付・乗用カート付】※スループレーの予定です
「KKT杯バンテリンレディスオープン」
開催コース
プレー終了後、
ホテルへ。
☆夕食：ホテルから徒歩５分の
『青柳本店』
にて熊本郷土会席
（有明海、天草灘で獲れる海産物や阿蘇の肥沃な大地の恵みなどを使用し
発展した火の国・熊本ブランド料理）

3

＜ホテル日航熊本＞
朝食後＝ゴルフ場へ。
「阿蘇大津ゴルフクラブ」
で１ラウンド
10/8
【プレー費別途・キャディ付・乗用カート付】
（月・祝）
プレー終了後＝熊本空港 伊丹空港（19:00頃着）

日目

募集人数

平成30年10月6日(土)〜8日
（月・祝）
【プレー費別途】
お一人様 139,000円（2名様1室）
添乗員 現地添乗員が同行いたします
14名（最少催行人数10名）
航空機、現地貸切バス（運行バス会社：九州産交バス）
熊本／ホテル日航熊本（洋室・連泊）

1

日目

「熊本空港カントリークラブ」
は丘陵美しく全体の高低差や起伏のバランスが良いコー
ス。過去多くの女子プロゴルフトーナメント会場であり数々の名勝負を生んだ名門コー
ス。
プロ・アマ問わず満足いただける絶妙なレイアウトコースです。

月日

日目

旅 の Point

日次

10-25 11-29

三洋航空サービス 担当：平野

静岡 二期リゾート
に泊まる 伊東から清水へ ２日間
「沼津倶楽部」
2日間

大室山

客室ロビー

旅 の Point

東海道随一の景勝地、
千本松原にたたずむ
は明治の粋人、
三輪善兵衛
「沼津倶楽部」
が遺した風雅な名庭園と数寄屋建築を現代の名匠・渡辺章
が洗練されたゲストハウスとして、
再び蘇らせました。
伝統
に基づく歴史とモダンをお楽しみください。

旅行期間
旅行代金

宿泊施設

月日

旅行スケジュール

（食事：朝１回・昼２回・夕１回）

① 【集合場所／新大阪駅９：１５予定】
1 10/７ 新大阪駅／京都駅 名古屋駅 三島駅＝昼食＝
（日） 伊東観光：大室山（標高580ｍの山頂に直径300ｍのすり鉢状の噴火口を持つ休
火山。約1kmのお鉢めぐりも楽しめます）
＝城ヶ島海岸（海の侵食作用で削られて
②
11/22 できた雄大な出入りの激しい溶岩岩石海岸）
＝ホテル（1７：00着予定）
（木）
＜沼津倶楽部＞

大室山 すすき

①平成３０年１０月７日
（日）
〜８日
（月・祝）
②平成３０年１１月２２日
（木）
〜２３日
（金・祝）

お一人様 １49，
００0円（2名様1室）

添乗員 同行いたします
8名（最少催行人数6名）
新幹線【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：伊豆箱根バス）
（和室またはデラックスツイン）
沼津「沼津倶楽部」

13

①
ホテルにて朝食
10/８
＝土肥港 （フェリーにて昼食。所要時間約1時間10
2 （月･祝）ホテル（ゆっくりめの出発）
分） 清水港＝清水観光＜日本平ロープウェイ＞にて久能山東照宮（徳
②
川家康公をお祀りする最初の神社）
11/23
（金・祝）＝静岡駅 名古屋駅 京都駅／新大阪駅（１８：00頃着）
日目

募集人数
交通機関

日次

和食コース
（一例）

日目

伊東では自然の景勝地「大室山」
「城ヶ崎海岸」
を見学、
そしてフェリーで清水へ。静岡唯一の国宝建造物「久能
山東照宮」
を訪れます。

デラックスツイン（一例）

10-26

三洋航空サービス 担当：平野

和歌山 歩く旅 熊野古道（熊野三山）コース ２日間
2日間

熊野古

道

発心門王子

交通機関
宿泊施設

1

月日

旅行スケジュール

（食事：朝１回・昼２回・夕１回）

【集合場所／西梅田暫定駐車場８：１５予定】
梅田（8：30発）
＝＜田辺経由＞＝昼食：世界遺産センター

水呑王子、
伏拝王子、
三軒茶屋跡、
祓跡王子、
10/7 ＝ 熊野古道＜発心門王子、
（歩行距離 6.9ｋｍ、
歩行時間約２時間、
（日） 熊野本宮大社 ※ウォーキングガイドと歩きます
所要時間約3時間）
＞
＝ホテル
＜山水館 川湯みどりや＞
ホテル内にて朝食
2 10/8 ホテル＝熊野速玉神社
（月・祝）＝熊野那智大社・青岸渡寺・
・
・那智の滝(※途中、昼食)
＝梅田（18:３0頃着）

平成３０年１０月７日
（日）
〜８日
（月・祝）
（2名様1室）
お一人様 ６8，
円
０００
２０名（最少催行人数14名） 添乗員 同行いたします
貸切バス（運行バス会社：日本交通）
（和室）
奥熊野 川湯温泉「山水館 川湯みどりや」

日目

募集人数

日次

日目

旅行代金

河原に面した露天風呂

川湯みどりや 客室（イメージ）

初日は中辺路をウォーキングガイド同行で神域の入口とされる
「発心門
王子」からスタート。発心門王子から本宮大社までは緩やかな下りが多
く、適度な広さがある古道と集落のなかの道を歩く、
やさしくて雰囲気のあるコースで
す。集落も棚田や茶畑など、古くからの景観が残り気持ちの良いコースです。
２日目は石畳が美しい「大門坂」
からスタートします。熊野那智大社へは苔むしたゆるや
かな石段と杉木立は熊野古道の雰囲気も満点です。

旅 の Point

旅行期間

旅行スケジュール

10-27

三洋航空サービス 担当：平野

京都

<日帰り>

OMC創立65周年特別メニュー

と名刹を彩る襖絵アート
味わう
「草喰 なかひがし」

」
国宝「風神雷神図屏風

中東久雄氏

草喰 なかひがし室内

料理（イメージ）

昼食場所の
「草喰 なかひがし」
は京都で最も予約を入れづらい店のひとつ。
中東久雄さんの実家は、
花脊の名旅館
「美山荘」
。
料理の素材となる山野草
は中東さん自らが山で摘んでいます。
四季の情景を鮮やかに映した八寸にはじまり、
滋味溢
れる椀、
野趣溢れる焼き物へと展開。
野山の恵みを五感でお楽しみください。

旅 の Point

当日のメニューは「ＯＭＣ創立６５周年特別メニュー」
と中東久雄さんお薦めのお土産
をご用意しています。
旅行期間
旅行代金
募集人数
交通機関
昼食場所

料理（イメージ）

養源院 襖絵

旅行スケジュール
（食事：朝0回・昼１回・夕0回）
① 【集合場所／西梅田暫定駐車場９：15予定】
10/7 梅田（９：30発）
＝＜高速道＞
(日) ＝建仁寺（俵屋宗達『風神雷神図屏風』、海北友松『花鳥図襖』など鑑賞）
② ＝昼食：
「ＯＭＣ創立６５周年特別メニュー」
をお楽しみください。
10/11 ＝養源院（俵屋宗達『白象図』
『唐獅子図』鑑賞）
(木) ＝＜高速道＞＝梅田（１７：３０頃着）
月日

〈日帰り〉
①平成３０年１０月７日
（日）
〈日帰り〉
②平成３０年１０月１１日
（木）
①②ともお一人様 ２９，
８００円
16名（最少催行人数14名） 添乗員 同行いたします
貸切バス（運行バス会社：日本交通またはヤサカ観光バス）
京都市内／草喰 なかひがし

※行程内の
『風神雷神図屏風』
『花鳥図襖』
『雲龍図襖』
は高密度複製となります。
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日本旅行企画 担当：弥永

岩手 〜東北の耶馬溪と称される紅葉の渓谷美〜
秋田 紺碧の絶景 抱返り渓谷 と日本百景 猊鼻渓クルーズ
2日間

2日間

瑠璃色の渓流が美しい抱返り渓谷

角館の絵画のような紅葉

猊鼻渓クルーズ

中尊寺の美しい紅葉

旅 の Point

お泊りは東北を代表する温泉、
とろとろ美肌の湯で有名な花巻温泉にてお宿をご用意
しております。
旅行期間
募集人数
交通機関
宿泊施設

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 138,000円（2名様1室）
添乗員 現地添乗員が同行いたします
14名（最少催行人数10名）
航空機、現地貸切バス（運行バス会社：花巻観光）
花巻温泉／佳松園（和室）

11-3

新潟
2日間

月日

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
伊丹空港（9：50頃発） 花巻空港＝昼食：和食＝ 世界遺産 平泉・中尊寺
（紅葉のベストシーズンに訪れる金色堂など）
＝ 日本百景 猊鼻渓クルーズ（高さ
５０ｍを超える石灰岩の断壁や絶壁に囲まれた溪谷を、約２ｋｍ／約90分のんびりと

舟下り）
＝花巻温泉
11/3
南部赤松林に囲まれた静かなお宿
(土・祝) ★宿泊：花巻温泉の奥にある、
★温泉：紅葉を愛でながら浸かる、
とろとろ美肌の湯
☆夕食：前沢牛や白金豚といった地元食材に加え、
海・里山の幸を使用し
た日本料理
＜佳松園＞
朝食後＝抱返り渓谷（つり橋 神の岩橋 からの溪谷の眺望や渓谷一の美しさを誇
2
＝昼食：和食
11/4 る 回顧（みかえり）の滝 へ遊歩道を片道約30分の散策）
(日) ＝角館（みちのくの小京都、紅葉の中の武家屋敷はまるで一幅の絵画のよう）
＝秋田空港 伊丹空港（19：40頃着）

1

日目

旅行代金

日次

日目

東北の美しい紅葉で知られる秘境へご案内いたします。東北の耶馬溪 と
称され、
両岸の原生林と岸壁にかかる滝や独特の瑠璃色の渓流がとても
。
遊歩道が整備されており、
何度も振り返って見たくなるほど美しい 回
美しい
『抱返り渓谷』
（みかえり）
の滝 など大小の滝や奇岩を気軽に見ることができす。
顧
また、
赤・黄色に色づくもみじが絶景の水面に映えて大変美しい 猊鼻渓クルーズ もお楽し
みいただきます。

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。

日本旅行企画 担当：山根

鮭のまち村上の老舗割
烹「新

〜美酒・美食の宝庫新潟で鮭料理に舌鼓〜
と
3か月限定！新潟村上の
「鮭づくし」
日本一の夕日を望む
「汐美荘」2日間

多久」でいただく鮭づく
し料理

新潟の歴史と共に美しい紅葉も楽しみます

日本一の夕日に照らされながら至福のひと時

鮭のまち村上を巡ります

旅 の Point 「鮭のまち」として知られる新潟県村上市。村上市内でも指折りの名店、
慶応3年創業の老舗割烹「新多久」にて、旬を迎える10月〜12月の3
か月限定「鮭づくし」の特選料理をいただきます。

旅行期間
旅行代金

宿泊施設

日目

募集人数
交通機関

平成30年11月3日
（土・祝)〜4日(日)
お一人様 108,000円（2名様1室）
16名（最少催行人数10名） 添乗員 現地添乗員が同行いたします
航空機、現地貸切バス（運行バス会社：泉観光バス）
（和室）
瀬波温泉／夕映えの宿「汐美荘」

月日

日目

お泊りは 夕日の美しい宿・全国№1 に選ばれた夕映えの宿「汐美荘」。
目の前に広がる
日本海、そして日本一の夕日に照らされながら、
ゆったりと最高の休日をお過ごしくださ

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
伊丹空港（9：40頃発） 新潟空港＝昼食：ワイナリー直営の銀行をリノ
ベーションしたレストランでフレンチコース＝北方文化博物館（越後随一
の豪農の遺構）
＝瀬波温泉
1
11/3
(土・祝) ★宿泊：夕日の美しい宿・全国№1の夕映えの宿
★温泉：日本海の絶景と夕日を望む露天風呂で癒されます
☆夕食：山海の幸や各地の厳選素材で織りなす日本料理
＜夕映えの宿「汐美荘」
＞
朝食後＝普済寺（紅葉が見事な回遊式日本庭園）
＝きっかわ（天井に吊り下げら
2
11/4 れた圧巻の千年鮭）＝昼食：鮭のまち・村上の老舗割烹「新多久」で3か月
(日) 限定の特選料理「鮭づくし」
＝市島酒造（創業200年以上の伝統を味わう酒造
見学）
＝新潟空港 伊丹空港（18：50頃着）

日次

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。
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栃木
2日間

日本旅行企画 担当：山根

〜歴史と伝統が息づく和のラグジュアリーリゾート〜
と紅葉の日光東照宮 ２日間
美しき渓谷の別荘「鬼怒川金谷ホテル」

葉に染まる溪谷
客室テラスより望む紅

旅行スケジュール

広々としたベッド・テラス付客室（一例）

国内外のお客様に愛され続ける歴史と伝統のリゾート
「鬼怒川金谷ホ
テル」。創業者「ジョン金谷鮮治」
が目指した もてなし の心と 美学 に
溢れたダンディズムの世界や、
モダンで洗練された空間とサービスをお楽しみください。

旅 の Point

日本を代表する世界遺産「日光の社寺」。その中でも最も有名な
「日光東照宮」
をガイド
の案内付で参拝いたします。改修を終え、4年ぶりに公開となった陽明門などをじっくり
とご覧いただけます。

交通機関
宿泊施設

旅行スケジュール
新大阪駅（9：30頃発）／京都駅

東京駅

（食事：朝1回・昼1回・夕1回）
宇都宮駅 ※昼食：フリー（列車

内でお済ませください）
★東京→宇都宮間
「グランクラス」
の場合、
車内で軽食・ドリン
クのサービスがございます。
＝鬼怒楯岩大吊橋（高原山系の美しい大パノラマ）

11/3 ＝鬼怒川温泉
（テラス付66㎡）
(土・祝) ★宿泊：広々とした金谷スタイルのベッド付和室
★温泉：四季折々に鬼怒川の大自然を楽しめる温泉大浴場
☆夕食：懐石料理をベースに洋のテイストを取り入れた金谷ならではの
おもてなし料理
＜鬼怒川金谷ホテル＞
＝日光田母沢御用邸
朝食後＝日光東照宮（専門ガイドと共に世界遺産を参拝）
2
11/4 記念公園（大正天皇をはじめ3代にわたる天皇・皇太子がご利用になった邸宅）
(日) ＝昼食：日光名物のゆばを使った創作料理
＝宇都宮駅 東京駅 京都駅／新大阪駅（19：20頃着）

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 139,000円（2名様1室）

※行き：東京→宇都宮間グランクラスをご希望の場合、
お一人様片道6,680円追加

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
※東京以遠【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：関東自動車）
鬼怒川温泉／鬼怒川金谷ホテル（ベッド付和室）

日目

募集人数

月日

鬼怒川金谷ホテルの金谷流懐石〜和敬洋讃〜
（ワインは別料金）

日目

旅行代金

日次

1

※平成の大改修により、工事中または、一部ご覧になれない箇所もございます。予めご了承ください。
旅行期間

秋色に染まる
「日光東照宮」
をガイド付で参拝

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。

11-5

山梨
2日間

日本旅行企画 担当：青地

〜ひと足早い秋の訪れ...幻想的な雰囲気を漂わせる秋の一大イベント〜
富士河口湖 もみじ回廊のライトアップ と箱根のモミジ 2日間

り」
「富士河口湖紅葉まつ
される
もみじ回廊がライトアップ

富士山を望む秀峰閣湖月の露天風呂

2日目、
フレンチジャポネの昼食

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
新大阪駅（8：40頃発）／京都駅 新富士駅＝昼食：和食膳＝日本の滝百
選・白糸の滝（国の名勝、天然記念物）
＝本栖湖・精進湖・西湖を車窓にて＝
もみじトンネルのドライブ＝富士河口湖温泉
1
11/3 ★旅館から歩いて スグ のところで
「富士河口湖紅葉まつり」開催。
(土・祝)
夜遅くまで もみじ回廊 や湖畔周辺の紅葉がライトアップされます!!
★温泉：正面に河口湖、その先に富士を望む絶景の大浴場が自慢
☆夕食：季節の景観と旬の新鮮食材を吟味した、
湖月ならではの会席料理
富士山が望める河口湖畔の宿＜秀峰閣湖月＞

日次

旅 の Point

和の趣に洋の風味を加えた富士河口湖温泉「秀峰閣湖月」。客室･露天風呂･中庭から
の素晴らしい富士山と河口湖の眺めもご堪能ください。

旅行代金

宿泊施設

平成30年11月3日(土・祝)〜4日
（日）
お一人様 125,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：伊豆バス）
富士河口湖温泉／秀峰閣湖月（和室）

2

日目

募集人数
交通機関

月日

日目

ひと足早く秋が訪れる河口湖。
真っ赤なモミジが道路を覆う
「もみじトンネ
ル」
や、
約60本の巨木モミジが並ぶ「もみじ回廊」
のライトアップは見事な
までの美しさ!! 人気度が高い箱根の紅葉狩りへもご案内いたします。

旅行期間

もみじトンネルから見る富士山

朝食後＝日本名水百選・忍野八海（富士山からの伏流湧水により生じた八つ
の湧水池）
＝昼食：フレンチ技法と和食材を使った、
フレンチジャポネの
11/4 コース料理＝箱根の紅葉名所めぐり♪ 長安寺（自然に囲まれ、特に紅葉の
(日)
名所として知られる寺院）
＝箱根美術館（庭園の苔と真っ赤なモミジが織りなす景
観は見事!!）
＝小田原駅 京都駅／新大阪駅（19：50頃着）

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。
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日本旅行企画 担当：山根

長野
2日間

絶景を駆け

ゆったりと過ごす大人の休日〜
〜都会の喧噪から離れ、
とお洒落で優雅な秋の軽井沢 2日間
大好評の観光列車「ろくもん」

もん」
列車「ろく
抜ける観光

絵画のように美しい雲場池の紅葉

観光列車で贅沢なグルメも楽しみます！

旅 の Point

「ななつ星in九州」
を手掛けた水戸岡鋭治氏のデザインで注目を集める観
光列車
「ろくもん」
。
木材をふんだんに使った温かみのある車内で、
地元名
店の贅沢なグルメと絶景をお楽しみください。

2016年7月にオープンした
「ルグラン旧軽井沢」
は、
クラシカルな内装と広々とした客
室で大人の休日をお過ごしいただけます。
また、軽井沢らしい空間でいただく大好評の
フレンチディナーもご堪能ください。

宿泊施設

旧軽井沢／ルグラン旧軽井沢（洋室）

旅行代金
募集人数

日次

月日

1

日目

交通機関

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 148,000円（2名様1室）
添乗員 同行いたします
14名（最少催行人数10名）
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】

旅行期間

エレガントで上品なルグラン旧軽井沢

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
新大阪駅（8：50頃発）／京都駅 名古屋駅 長野駅
（約2時間）
＜観光列車
「ろくもん2号」
昼食（少し遅めの14：00頃）
：和食＞
軽井沢駅＝旧軽井沢

11/3 ※観光列車でゆったり、絶景と地元の名店が手掛ける懐石料理を楽しみます。
(土・祝) ★宿泊：2016年7月オープンの大人のリゾートホテル
★温泉：旧軽井沢エリア唯一の天然温泉（岩手県花巻「山の神温泉」直送）
☆夕食：大好評！軽井沢の自然を感じる本格フレンチディナー
＜ルグラン旧軽井沢＞
＝マンズワイン小諸（ワイ
朝食後＝雲場池（水面に映る紅葉と雲のコントラスト）
2
11/4 ナリー見学と試飲。昼食：信州の山並みを望むワイナリーレストランで信州プレミアム牛）
(日)
＝佐久平駅 東京駅 京都駅／新大阪駅（19：00頃着）
日目

※JR特急【普通指定席・禁煙車】※東京以遠【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：千曲バス）

11-7

日本旅行企画 担当：神野

長野 冬の眠りにつく前に、ひと目会いたい 上高地帝国ホテル 2日間
2日間

今年85周年を迎えた上

高地帝国ホテルのロビ
ー

穂高連峰の三段黄葉

旅 の Point

一度は泊まってみたい「上高地帝国ホテル」で、最高のおもてなしと澄
んだ空気で心も身体もリフレッシュ。

11月初旬はカラマツも黄葉をところどころ残しており、雪模様の朝、運が良ければ穂高
連峰の「三段黄葉」
もご覧いただけます。夏シーズンとは違ったディープな上高地をご堪
能ください。
旅行期間

募集人数
交通機関
宿泊施設

1

月日

きらきら輝く霧氷

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼1回・夕1回）
新大阪駅（8：50頃発）／京都駅 名古屋駅 松本駅
＝昼食：毎回人気の「松本ホテル花月」
にて洋食コース料理
＝上高地（早めのチェックインでごゆっくり）

11/3 ★ゆっくりと自由散策をお楽しみいただけるよう、上高地まで直行します。河童橋・大
(土・祝)
正池・明神池・田代池など思い思いのくつろぎの時間をご堪能ください。

☆夕食：
「メインダイニング」
にて帝国ホテル自慢のフランス料理
＜上高地帝国ホテル＞
朝食後、上高地自由散策（添乗員がオススメのスポットをご案内し、自由に散策／

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 118,000円（2名様1室）

昼食：フリー）

2

※ベランダ付ツインをご希望の場合、
お一人様6,000円追加
（2名様1室利用）

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：山谷観光バス）
上高地／上高地帝国ホテル（洋室）

17

日目

旅行代金

日次

日目

この時期は例年穂高連峰の稜線は白銀をまとい、落葉は朝霜を抱いています。寒い季節
「霧氷」。
梓川は大正池、田代池などの水の多い上高地ならではの
の上高地のオススメは
きらめいている様子は見事です！
風景です。氷の粒を枝につけた木々に昇る朝日が当たり、

上高地帝国ホテルのメインダイニング

【別途料金】
オプショナルプラン
11/4 ガイド付上高地散策コース
(日) 【（例）河童橋〜明神池まで片道2時間コース（約3.5km）】
お客様のご希望に応じて多様にアレンジします。
詳細はお問い合わせください。
※上高地帝国ホテルのチェックアウトは〜11：00、上高地13：00頃出発予定。

＝松本駅

名古屋駅

京都駅／新大阪駅（19：15頃着）
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日本旅行企画 担当：秋本

長野 1万本のもみじが美しいもみじ湖と
2日間

秋の高遠もみじ祭り 2日間

じのトンネル
もみじ湖 もみ

旅行スケジュール
温泉露天風呂付和洋室のお部屋

（食事：朝1回・昼2回・夕1回）

高遠城址公園の紅葉

旅 の Point

日次

もみじ湖と呼ばれ1万本のもみじが赤く彩る紅葉の隠れた名所へご案
内いたします。紅葉がアーチを作るもみじのトンネルは見事です。

お泊りのホテル翔峰では、
2017年にリニューアルした温泉露天風呂付和洋室をご用意。
旅行期間
旅行代金

交通機関
宿泊施設

の一つにして日本森林浴発祥の地。
トロッコ列車からの紅葉をお楽しみいただけます）

11/3 ＝美ケ原温泉
(土・祝)
★宿泊：2017年にリニューアルした温泉露天風呂付和洋室
★温泉：国民保健温泉地に選ばれた上質な温泉を趣異なる5つのお風呂
☆夕食：信州和牛や信州サーモンなど、
信濃の食材を使った和食会席
＜ホテル翔峰＞

2

朝食後＝もみじ湖（燃えるような約1万本のもみじが彩る湖畔やもみじのトンネルを
11/4 観賞）
＝高遠城址公園（コヒガンザクラで有名な園内を紅く彩るカエデを観賞）
(日)
＝伊那（昼食：和食）
＝中津川駅 名古屋駅 京都駅／新大阪駅（19:15頃）

日目

募集人数

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 119,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
※JR特急【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：中部観光バス）
美ケ原温泉／ホテル翔峰（温泉露天風呂付和洋室）

（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
旅行スケジュール
新大阪駅（7:50頃発）／京都駅 名古屋駅 木曽福島駅＝寝覚の床（浦
島太郎伝説が残る景勝地）
＝上松（昼食：和食）
＝赤沢自然休養林（日本三大美林

1

日目

桜が有名な高遠城址公園は紅葉も美しいことで有名です。

月日

紅葉の赤沢森林鉄道

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。
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富山
2日間

日本旅行企画 担当：山根

〜ベストシーズンに訪れる日本屈指の絶景紅葉〜
とミシュラングルメ 2日間
一度は行きたい紅葉の黒部峡谷 宇奈月温泉「延楽」
圧 巻の紅 葉

が広がる黒

部峡谷トロ
ッコ

ミシュラングルメも満喫！

露天風呂からの絶景紅葉（延楽）

旅 の Point

紅葉に包まれる世界遺産「五箇山」

例年見ごろを迎える 紅葉ベストシーズン に黒部峡谷トロッコ列車に乗車。
眼前に広がる圧巻の紅葉を心行くまでご満喫くださいませ。

1

山奥にひっそりと佇むミシュラン星付の名店での美食もお楽しみください。
旅行期間
募集人数
交通機関
宿泊施設

平成30年11月3日(土・祝)〜4日
（日）
お一人様 119,000円（2名様1室）
16名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：アルペン交通）
宇奈月温泉／延楽（和室）

2

日目

旅行代金

月日

旅行スケジュール
大阪駅（8：40頃発）／新大阪駅／京都駅

日目

お泊りは、雄大な黒部峡谷を目の前に望む宇奈月温泉「延楽」。
ミシュランガイド富山・
石川（特別版）で最上級の快適と評価された上質な空間でお寛ぎいただけます。
また、
夕食には 美食宝庫 富山湾の海の幸をお楽しみください。

日次

金沢駅

黒部宇奈月温泉駅

※昼食：フリー（列車内にてお済ませください。）
＝宇奈月駅+++＜黒部峡谷トロッコ列車（車窓からは日本一深いＶ字峡谷を
彩る絶景）
＞+++欅平（紅葉観賞と散策）+++宇奈月駅＝宇奈月温泉

11/3
(土・祝) ★宿泊：黒部峡谷を望む抜群のロケーションと心づくしのおもてなし
★温泉：まるで1枚の絵画のような檜露天風呂で癒されます
☆夕食： 美食宝庫 富山湾の海の幸をふんだんに使った日本料理
＜延楽＞
朝食後＝富山城（名将佐々成政から前田家が君臨した富山の名城）
でフ
11/4 ＝昼食：ミシュランガイド富山・石川で星を獲得した「ランソレイエ」
(日) レンチコース＝五箇山（秋色に染まった世界遺産を散策）
＝金沢駅 京都駅／新大阪駅／大阪駅（19：40頃着）

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。

18

（食事：朝1回・昼1回・夕1回）

11-10

石川

日本旅行企画 担当：山根

〜魯山人を開眼させた北陸の食文化とゆかりの宿〜
きたおおじ ろさんじん

美和食の天才 北大路魯山人を辿る伝統と美食の加賀・山代 2日間

2日間

北大路魯

山人寓居

草
跡「いろは

庵」

孤高の美食家「北大路魯山人」

魯山人ゆかりの山乃尾（料理一例）

旅 の Point

芸術家でもあり、美食家としても名高い「北大路魯山人」。食にこだわ
り、器にこだわった彼がこよなく愛した加賀・山代を巡ります。魯山人が
料理を学んだとも言われる老舗料亭「山乃尾」や別荘として半年間過ごした「魯山人寓
居跡いろは草庵」
など足跡を辿ります。
お泊りは魯山人も贔屓にしていた名宿「たちばな四季亭」。行き届いたおもてなしと温
泉、そして美食に舌鼓をうちながらゆったりとお過ごしいただけます。

旅行代金
募集人数

宿泊施設

※露天風呂付客室をご希望の場合、
お一人様10,000円追加

月日

（朝・夕食ともにお部屋食）

添乗員 同行いたします
12名（最少催行人数10名）
JR特急【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：日本海観光バス）
山代温泉／たちばな四季亭（和室）

2

日目

交通機関

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 139,000円（2名様1室）

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
大阪駅（9：12頃発）／京都駅 金沢駅
＝昼食：魯山人が高く評価し、通った老舗料亭「山乃尾」
＝農口尚彦研究
所（日本酒の神様「農口尚彦」氏が復活を遂げた酒蔵）
＝山代温泉
1 11/3 ★宿泊：魯山人が愛し、
贔屓にしていた数少ない名宿
魯山人だけでなく与謝野晶子などにも愛された名湯
(土・祝) ★温泉：開湯約1300年、
☆夕食：器にもこだわり、
食材の良さを最大限に活かす日本料理

日次

日目

旅行期間

たちばな四季亭（客室一例）

＜たちばな四季亭＞
＝ゆのくにの森（工
朝食後＝山代温泉（ガイドと共に魯山人寓居跡など名所巡り）
11/4 芸王国・石川が誇る伝統工芸の数々）
＝昼食：毎回大好評！和の風情を感じなが
(日)
らゆったりと季節懐石＝加賀温泉駅 京都駅／大阪駅（17：30頃着）
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島根
2日間

日本旅行企画 担当：佐川

〜航空機利用でらくらく1時間！2017年オープンの旅館にご宿泊〜
ご縁の国しまねで訪れる世界遺産
と出雲大社 2日間
『石見銀山』
石見銀

出雲大社をご参拝

山「龍源

寺間歩

」

地元食材を使用したお食事をどうぞ

「佳雲」寛ぎの和洋室

旅 の Point

式年遷宮を終え生まれ変わりさらにご神威を増した「出雲大社」、自
然環境と共存した産業遺跡 として2007年に世界遺産に登録され
た「石見銀山」、
どちらも地元ガイドと歩きます。石見銀山では採掘用の坑道・間歩の中
で唯一常時公開されている龍源寺間歩へご案内。一度は訪れてみたい世界遺産です。

旅行期間

募集人数
交通機関
宿泊施設

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 139,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
航空機、現地貸切バス（運行バス会社：出雲観光タクシー）
出雲市／いにしえの宿 佳雲（ベッド付和室）

日目

旅行代金

月日

日目

出雲大社からもほど近い2017年オープン
「いにしえの宿 佳雲」
にご宿泊！出雲の伝
統を感じながら、新鮮な魚介や温泉をご賞味いただけます。

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
伊丹空港（10:00頃発） 出雲空港＝昼食：洋食＝出雲大社（式年遷宮で神
威あふれる国譲り・縁結びの
「大国主大神」
をご参拝）
＝旅館
1 11/3
★宿泊：豪奢でありつつ落ち着いた寛ぎの時間を提供する和洋室
(土・祝) ★温泉：こだわりの和の湯処と多彩な湯舟が楽しめる天然温泉
☆夕食：日本海の海の幸など厳選素材をふんだんに使用した和懐石
2017年オープン！出雲神話を随所に感じる＜いにしえの宿 佳雲＞
朝食後＝世界遺産・石見銀山（平成19年に世界遺産に登録。壁面には当時のノ
2
11/4 ミの跡が残っており、現在唯一公開されている龍源寺間歩。ガイドと共に史跡のハイ
(日) ライトを約2〜3時間歩きます）
＝昼食：郷土会席
＝出雲空港 伊丹空港（19:00頃着）

日次

※石見銀山では、休憩をはさみながら2〜3時間山道を含めた道を歩きます。

19
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山口

２日間

日本旅行企画 担当：青地

〜源泉掛け流しの露天風呂付き名旅館での寛ぎ時間〜

と秋の長州路 2日間
今年7月OPEN!! 大谷山荘「曙プレミアムスイート」

（お部屋一例 ）
「曙プレミアムスイート」

旅行スケジュール

日本で最も美しい場所31選「元乃隅稲荷神社」

長門湯本温泉の名旅館「大谷山荘」に今年7月にオープンした全
8部屋の 曙プレミアムスイート にご宿泊!!お部屋の広さは66㎡も
あり、
源泉掛け流しの露天風呂付です。
清流
「音信川」
のせせらぎを聞きながら、
ゆっくり
とした優雅な時間をお愉しみください。

旅 の Point

旅行代金
募集人数

宿泊施設

（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
旅行スケジュール
新大阪駅（8：40頃発）／新神戸駅 新山口駅
＝昼食：海辺のレストランでアワビステーキがメインのフレンチ
1 11/3 ＝世界遺産!!萩城下町（日本の道百選にも選定）
＝長門湯本温泉
(土・祝) ★宿泊:源泉掛け流し露天風呂付のプレミアムスイート
☆夕食:山口の恵まれた山海の幸を使った創作会席
＜大谷山荘
「曙プレミアムスイート」
＞

日次

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 139,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：おおすみ観光バス）
長門湯本温泉／大谷山荘（曙プレミアムスイート/露天風呂付和洋室）

2

日目

交通機関

長門の名旅館「大谷山荘」

月日

日目

旅行期間

ご夕食（一例）

＝仙崎 金子
朝食後＝元乃隅稲荷神社（大人気の日本で最も美しい場所31選）
11/4 みすゞ記念館と人気のみすゞ通りの散策＝昼食：名物のウニ釜めしまたは
(日) 海鮮釜めし膳＝特別天然記念物 秋芳洞
＝新山口駅 新神戸駅／新大阪駅（19：40頃着）
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高知

２日間

日本旅行企画 担当：秋本

〜 日本一水の綺麗な川
日本一！奇跡の清流

に認定された仁淀川へ〜

仁淀ブルー に出会う土佐の旅 2日間
日本一水質がきれいな
仁淀川の青色 仁淀ブル
ー

仁淀川屋形船

日次
モネの庭「マルモッタン」

日本一水の綺麗な川にも認定された仁淀川へご案内いたします。
仁淀川
では沈下橋や屋形船から奇跡の清流を体感していただけます。

募集人数
交通機関
宿泊施設

平成30年11月3日(土・祝)〜4日
（日）
お一人様 98,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
※JR特急【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：平和観光）
高知・三翠園温泉／三翠園

2

＞）
11/4 舎…酒ギャラリー(約90分）
にてうな重
(日) ＝昼食：大正2年創業の老舗うなぎ店「大正軒」
＝名越屋沈下橋ウォーク（約20分）＝仁淀川屋形船遊覧（日本一水の綺麗な

日目

旅行代金

ニーで丹精込めて作り上げた
〈モネの庭〉
を再現した庭。昼食：洋食）

＝桂浜（坂本竜馬像など見物）
＝高知・三翠園温泉
11/3
「山内容堂公」の下屋敷跡に
(土・祝) ★宿泊：旧土佐藩主で幕末四賢侯のひとり
建つ老舗旅館
★温泉：高知市内唯一の天然温泉でごゆっくりお寛ぎいただけます
☆夕食：土佐の匠の栄を賜る料理長の技と心を味に映した和風会席
＜三翠園＞
朝食後＝白壁の情緒漂う佐川上町（ノスタルジックな酒蔵の街を地元ガイドの

酒蔵の街並み「佐川上町」
を地元ガイドと散策したり、老舗うなぎ店でうな重の昼食な
ど土佐のいいところを巡ります。
旅行期間

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
新大阪駅（8：00頃発）／新神戸駅 岡山駅 後免駅
＝
「モネの庭」マルモッタン（印象派の巨匠クロードモネがフランス・ジヴェル

1

日目

旅 の Point

「土佐の匠」認定の料理長がおくる和風会席

月日

案内で散策＜司牡丹一号蔵…竹村家住宅…青山文庫…旧浜口邸…佐川家文庫庫

川と認定された仁淀川。青く澄んだ川の色 仁淀ブルー を屋形船からご覧いただけます）

＝佐川駅

20

岡山駅

新神戸駅／新大阪駅（20:40頃着）

11-14

大分
2日間

日本旅行企画 担当：佐川

ミシュラン3つ星の味を本店でどうぞ

〜全国から 美味しいふぐ を求めて多くの人々が訪れる味〜
ミシュラン料亭の本店で味わう
と由布院 2日間
旬 の
『臼杵ふぐ』

時間を忘れゆったりと(月燈庵)

由緒正しき鮮やかな宇佐神宮へ

旅 の Point

昨年大好評ツアーにつき再設定いたしました！
ミシュラン3つ星「臼杵ふぐ山田屋」の本店が、大分県臼杵で100年以
上続く老舗『料亭山田屋』です。豊後水道の天然とらふぐは、急流にもまれ、噛むほどに
旨みや甘味が広がる絶品です。
日本が世界に誇る至極のミシュラン獲得店の、今の季節
が最も旬を迎える絶品フルコースを味わうグルメ旅。
ご宿泊は由布岳を望む露天風呂と広大な庭園が自慢の「梅園」、
または奥由布院で約一
万坪の広大な敷地に18棟の露天風呂付離れを配す
「月燈庵」
です。由布院の風景と空
気を贅沢に感じられる2つの旅館からお選びください。

旅行期間

募集人数

宿泊施設

月日

日目

交通機関

平成30年11月3日(土・祝)〜4日(日)
お一人様 139,000円（2名様1室/梅園）
お一人様 149,000円（2名様1室/ゆふいん月燈庵）
添乗員 同行いたします
12名（最少催行人数10名）
※JR特急【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：別府観光バス）
由布院／梅園（ベッド付和室）
または ゆふいん月燈庵
（露天風呂付和室）

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
新大阪駅（8：30頃発）／新神戸駅 小倉駅 宇佐駅＝昼食：洋食
＝宇佐神宮（日本三大八幡宮の一つかつ全国の八幡神社の総本宮。ガイドと参拝）
＝由布院温泉
1 11/3
★温泉：由布岳の恵みを受けた豊富な湯量を誇る源泉掛け流しの湯(梅園・月燈庵)
(土・祝) ☆夕食：地元の山の幸や冠地鶏、
豊後牛など拘り食材の創作和懐石(梅園)
目で楽しみ、
香りで感じ、
舌で喜ぶ心が潤うおもてなし懐石(月燈庵)
＜梅園＞または＜ゆふいん月燈庵＞
朝食後＝臼杵の街並み（江戸時代の建築様式を残す武家屋敷など歴史ある街並
2
11/4 みを散策）
＝昼食：今が旬！ミシュラン3つ星店「臼杵ふぐ山田屋」の本店で
(日) 味わう
「臼杵ふぐ料理」
＝大分駅 小倉駅 新神戸駅／新大阪駅（19：30〜20:00頃着）

日次

日目

旅行代金

由布岳を望む源泉掛け流し温泉(梅園)

11-15

長野
2日間

日本旅行企画 担当：弥永

〜限定運行の特別列車でほろ酔い旅〜
北信濃ワインバレー列車 と有形文化財の宿に泊まる美酒美食の２日間
北信濃
大きな窓 ワインバレー列車
から雄大
な景色を
眺 めて

登録有形文化財 桃山風呂

北信濃のワインを飲み比べ

季節感豊かな懐石

旅 の Point

日本一ゆっくり走る特急列車として人気の 北信濃ワインバレー列車
の旅へご案内。車窓からゆったりと流れる千曲川・飯縄山・黒姫山・妙高
山など雄大な山並みや国の天然記念物に指定されている十三崖などをご覧いただきな
がら、観光スポットや歴史に関する説明をお楽しみいただけます。
また、車内では北信濃
ワイナリーから厳選した6〜8種類のワインを飲み比べしていただけます。

旅行期間
旅行代金

宿泊施設

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
新大阪駅（8：10頃発）／京都駅 東京駅 上田駅＝ヴィラデストガー
デンファームアンドワイナリー（エッセイスト玉村豊男さん所有のワイナリーにて
昼食：新鮮な素材を素直に生かした洋食とワイナリーのご見学）

11/23 ＝湯田中温泉
(金・祝) ★宿泊：代々引き継がれた調度品に心が和む寛ぎのお部屋
★温泉：登録有形文化財に指定された純木造伽藍建築の 桃山風呂 等
６つのお風呂
☆夕食：北信濃の山川の幸を活かした、四季を描く本格懐石
＜よろづや＞
朝食後＝小布施/岩松院（晩年の葛飾北斎が天井に描いた、八方睨み鳳凰図を
観賞）
＝北斎館（色鮮やかな天井絵のある祭屋台や肉筆画が多数）
＝湯田中駅
2
11/24 ＜北信濃ワインバレー列車の旅/約70分＞（昼食：車内にて伝統野菜や特産
(土) 品を素材にした ワインに合うお弁当 と北信濃のワイナリーから厳選したワイン飲
日目

募集人数
交通機関

平成30年11月23日(金・祝)〜24日(土)
お一人様 118,000円（2名様1室）
12名（最少催行人数8名） 添乗員 同行いたします
※ＪＲ特急【普通指定席・禁煙車】
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：アルピコ交通）
湯田中温泉／よろづや

1

月日

日目

お泊りは俳人小林一茶がこよなく愛した湯田中温泉で、200年以上にわたりおもてな
しの心を受け継ぐ よろづや にて、
ゆっくりとお寛ぎください。

日次

み放題）

21

長野駅

名古屋駅

京都駅／新大阪駅（18：30頃着）

11-16

愛知
2日間

日本旅行企画 担当：岩井

〜ここでしか見られない感動的絶景〜
紅葉と桜の饗宴！
！ 四季桜 と香嵐渓ライトアップ観賞 ２日間

小原の四季桜と紅葉

旅行スケジュール

金と銀の穴子箱まぶし

旅 の Point

約１万本の 桜と紅葉 がご覧いただける小原 四季桜まつりへご案内。
ここでしか見られない、淡紅色の桜と濃紅色の紅葉の大饗宴をお楽し

香嵐渓・紅葉のライトアップ

みください。
11種類・約4,000本の紅葉が色鮮やかに染まる 香嵐渓 。
ライトアップされた紅葉
のトンネルは大変幻想的で、一見の価値ありです！

（食事：朝1回・昼1回・夕1回）
旅行スケジュール
新大阪駅（14：20頃発）／京都駅 名古屋駅
＝香嵐渓ライトアップ（東海随一の紅葉の名所・香嵐渓散策）
1
11/24 ＝夕食：タレ煮と塩煮の穴子を使った箱まぶしコース
(土)
＝名古屋市内ホテル
＜名古屋プリンスホテル スカイタワー＞

日次

旅行代金

交通機関
宿泊施設

平成30年11月24日(土)〜25日(日)
お一人様 97,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR新幹線【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：新城観光バス）
名古屋／名古屋プリンスホテル スカイタワー（洋室）

11-17

2

日目

募集人数

月日

日目

ホテルは2017年10月にオープンしたばかりの名古屋プリンスホテルにご宿泊。
旅行期間

朝食後、
小原 四季桜まつり(日本でここだけ！紅葉と桜を同時に観賞）
＝昼食：瀬戸の名物料理、
五目めし
11/25 ＝定光寺（高台の展望台から、紅葉に縁どられた景色が見渡せます）
(日)
＝犬山寂光院（尾張のもみじ寺として有名）
＝名古屋駅 京都駅／新大阪駅（18：30頃着）

※紅葉は自然現象につき、
見頃が前後する場合がございます。

日本旅行企画 担当：佐川

1時間 幻想的 世界 訪 NEWコース〜
岐阜 〜
で食す旬の蛤懐石と
老舗料亭
「魚重楼」
三重
わずか

2日間

で

な

を

尾張のもみじ寺・犬山寂光院

れる

なばなの里
の代 名

詞「光のトン
ネル」

なばなの里イルミネーション

毎年異なるテーマの展示が楽しめます

なばなの里「ベゴニアガーデン」

旬の蛤を様々な調理法で

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼1回・夕1回）
新大阪駅（15：00頃発）／京都駅 岐阜羽島駅＝ホテル
★宿泊：長良川湖畔に位置し、対岸には金華山を望むリゾートホテル
1
「日本の温泉百選」
の効能豊かな癒しの長良川温泉でごゆっくり
11/24 ★温泉：
(土) ☆夕食：ホテル内レストランにて飛騨牛など岐阜食材で作り出すスペ
シャルフレンチコース
＜岐阜グランドホテル＞

日次

創業110余年の老舗料亭
「魚重楼」
にて、
かの歌川広重も句に読んだ桑名
名物・蛤をふんだんに使用した懐石料理をご用意。
季節の野菜や旬の魚も
併せてお楽しみいただけます。

旅 の Point

日目

イルミネーションで有名な
「なばなの里」へご案内。代表的な
「光のトンネル」
を始め、四
季折々の美しい風景をモチーフにした展示や日本最大の水上イルミネーションがご覧
いただけます。
旅行期間

交通機関
宿泊施設

朝食後＝犬山城下町観光（木曽川にそそり立つ日本最古の木造天守閣城や、現
在も江戸時代と変わらない町割り）
＝遅めの昼食：
『料亭魚重楼』にて名物蛤
懐石（桑名産の良質で大きな蛤にこだわった名物料理）
2
11/25 ＝六華苑（鹿鳴館で有名なイギリス人建築家ジョサイア・コンドル設計の洋館）
(日)
＝なばなの里イルミネーション（リピーターで人気の、国内最大級の輝きが彩る
奇跡の世界。混雑が比較的少ない夕方に入園します。約２時間散策）

平成30年11月24日(土)〜25日(日)
お一人様 89,000円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】※近鉄特急【普通指定席】
現地貸切バス（運行バス会社：岐阜バス）
長良川温泉／岐阜グランドホテル（洋室）

日目

旅行代金
募集人数

月日

＝桑名駅 ＜近鉄特急＞ 大阪難波駅／京都駅（21：40頃着）
＊夜間イベントの都合上、帰着時間帯が遅めになります。

22

11-18

日本旅行企画 担当：羽山

〜紅葉に映える日本三名橋

広島 世界遺産 厳島神社と
2日間

宮島

錦帯橋にもご案内〜

紅葉に染まる宮島の老舗旅館で優雅な2日間

紅葉谷公園の紅葉

宮島グランドホテル有もと 夕食（一例）

旅 の Point

昔から
「神の島」
として崇められてきた宮島。
紅葉の一大名所として有名
な紅葉谷公園には、約700本もの紅葉がございます。世界遺産 厳島神
社の幻想的なライトアップや、
紅く染まる宮島を存分にお楽しみください。

旅行期間
旅行代金

交通機関
宿泊施設

紅葉と岩国錦帯橋

日次

月日

旅行スケジュール
新大阪駅（15：05頃発）／新神戸駅
＝宮島島内

（食事：朝1回・昼1回・夕1回）
広島駅＝宮島口港 宮島港

1 11/24 ※宮島ナイトクルーズのご希望ございましたら承ります【別途料金】
(土) ★宿泊：宮島で一番歴史があり厳島神社に一番近いお宿でごゆっくり
☆夕食：野菜や瀬戸内海で獲れた新鮮な魚などを吟味して創作する京風
懐石料理
＜宮島グランドホテル有もと＞
朝食後、
ご出発時刻（11：00頃）
までフリータイム
2

日目

募集人数

平成30年11月24日(土)〜25日(日)
お一人様 88,000円（2名様1室）
添乗員 同行いたします
12名（最少催行人数8名）
JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
・フェリー
現地貸切バス（運行バス会社：広交観光バス）
宮島／宮島グランドホテル有もと（和洋室）

厳島神社の大鳥居

日目

江戸初期から400年の歴史ある老舗宿ならではのおもてなしでお出迎え。
ゆったりとく
つろげるお宿は、世界遺産 厳島神社にも近く、夜のライトアップや早朝の散歩など普段
の旅行とは違った体験ができます。

世界遺産

※ご希望の方には、宮島公認「名物ガイド」
による、世界遺産「厳島神社」参拝と、700

「紅葉谷公園」
をご案内。
11/25 本のモミジが色づく
(日) ご集合（11：00頃）後＝宮島港 宮島口港＝岩国錦帯橋観光（紅葉に染まる
もみじを眺めながら、
日本三名橋 錦帯橋と岩国城下町を散策。
昼食：日本料理）

＝広島駅

新神戸駅／新大阪駅（18：20頃着）

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

11-19

香川
2日間

日本旅行企画 担当：弥永

〜空中から眺める色とりどりの絶景〜
小豆島が世界に誇る紅葉 日本三大渓谷美

の空 中 散
めながら
紅葉を眺

寒霞渓 ２日間

歩

お部屋から見られる エンジェルロード

大きな窓からオーシャンビュー

旅 の Point

お泊りは小豆島国際ホテルのデザイナーズルーム。大きな窓からは美しい瀬戸内海と
エンジェルロードがお楽しみいただけます。
旅行期間
旅行代金

平成30年11月24日(土)〜25日(日)
お一人様 89,000円（2名様1室）

月日

日目

※露天風呂付エグゼクティブルームをご希望の場合、
お一人様15,000円追加

迫力ある寒霞渓

旅行スケジュール
（食事：朝1回・昼1回・夕1回）
新大阪駅（15：30頃発）／新神戸駅 岡山駅＝新岡山港 ＜大型フェリー
にて約70分の船旅＞ 土庄港＝小豆島
★宿泊：瀬戸内海を望むオーシャンビュー、和とアジアンリゾートが融合
1
11/24
した和洋室
(土)
★温泉：満点の星を眺めながら入る、波打ち際の露天風呂
☆夕食：瀬戸内の新鮮な魚介類と四季の彩り豊かな山の幸を使用した
プレミアム会席
＜小豆島国際ホテル＞
朝食後＝寒霞渓（切り立った深い谷間をすり抜けるロープウェイから眺める紅葉
は圧巻！）
＝昼食：和食（創業50年を迎えた 日本料理 島宿 真里 にて竹籠膳）
＝二十四の瞳映画村（なつかしい映画のロケ用オープンセットを改築した村）
2
11/25
(日) ＝マルキン醤油記念館（国の有形文化財に登録されている合掌造りの建物を利
用した記念館）
＝土庄港 ＜大型フェリーにて約70分の船旅＞ 新岡山港
＝岡山駅 新神戸駅／新大阪駅（19：40頃着）

日次

日目

日本三大渓谷美のひとつ 寒霞渓 へご案内。深く切れ込んだ溪谷の中
をゆくロープウェイからは、寒霞渓自慢の渓谷美と瀬戸内の海岸美を一
度に堪能できます。200万年の歳月が創り出した奇岩怪石が続き、赤や黄色に色づい
たカエデ・イワシデがごつごつした岩肌に映えます。

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
交通機関 ＪＲ新幹線
【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：中鉄観光）
宿泊施設 小豆島／小豆島国際ホテル
（デザイナーズルーム・和洋室）
募集人数

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。
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11-20

大分
2日間

日本旅行企画 担当：岩井

〜夫婦水入らずで過ごす別府八湯の人気温泉街〜
ささくり きゅうだい

もり

かんなわ

と鉄輪温泉・選べる2つの高級宿 2日間
神秘の絶景「篠栗九大の森」

木
ヌマスギの大
を思わせる、
マングローブ

旅行スケジュール
筑紫亭の秋鱧懐石

旅 の Point

ジブリの世界に似ていると今SNSで話題の九大の森を散策。

八幡さまの総本宮である宇佐神宮と、江戸時代に九州の玄関口として
栄えた小倉城の紅葉をご覧ください。

かんな和別邸の客室露天風呂

（食事：朝1回・昼2回・夕1回）
旅行スケジュール
新大阪駅（8：00頃発）／新神戸駅 博多駅
＝篠栗九大の森（九州大学の敷地内にある、今話題の不思議な絶景地を散策）
1
11/22 ＝昼食：地元ブランド牛の備後牛を使った鉄板焼きコース
(木) ＝日田の町並み散策（徳川幕府の天領という歴史を持つ由緒正しい城下町、日田
を散策）
＝鉄輪温泉
＜割烹旅館 かんな和別邸＞または＜山荘 神和苑＞
朝食後＝宇佐神宮（朱の景観と紅葉の見事な饗宴）
2
11/23 ＝昼食：中津の有名な秋鱧を使った滋味あふれる懐石料理
(金・祝) ＝小倉城（貿易の玄関口だった面影を残す、南蛮づくりのお城）
＝小倉駅
新神戸駅／新大阪駅（19：00頃着）

日次

別府にある源泉の大半を占めている、鉄輪温泉の人気宿にご宿泊！

旅行代金
募集人数

宿泊施設

日目

交通機関

平成30年11月22日(木)〜23日(金・祝)
お一人様 148,000円（2名様1室）
16名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
九州新幹線【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：タイガーバス）
鉄輪温泉／割烹旅館 かんな和別邸（露天風呂付和洋室）
または 山荘 神和苑（露天風呂付和洋室）

月日

日目

旅行期間

別府の神秘、神和苑の青湯

11-21

日本旅行企画 担当：青地

京都

〜毎回大好評の名亭でいただく自然の恵み、
日本有数の紅葉名所へご案内〜
と紅葉燃ゆる 世界遺産
〈日帰り〉 ミシュラン2つ星!!『美山荘の摘草料理』
受賞の「美山荘
2018年 ミシュラン2つ星

高山寺

」

紅葉燃ゆる、世界遺産「高山寺」

旅 の Point

日本有数の紅葉名所である高雄に佇み、
人々を魅了する 世界遺産 高山
寺 へご案内。

「ミシュランガイド京都・大阪2018」で2つ星連続受賞の『美山荘』。摘み取った草花
や旬の野菜に魚を取り入れた 摘草料理 が有名です。山里の野趣と都の風雅を併せ
もったお料理をご堪能ください。
旅行期間
旅行代金
募集人数
交通機関
昼食場所

美しさが際立つ 摘草料理

月日

平成30年11月11日(日)〈日帰り〉
お一人様 36,800円
35名（最少催行人数12名） 添乗員 同行いたします
貸切バス（運行バス会社：KR観光バス）※バスガイドの乗務はありません
京都花背／美山荘（椅子席）

季節感も味わいます...

旅行スケジュール

（食事：朝0回・昼1回・夕0回）

梅田（8：00発）
・京都駅八条口（9：00発）
＝日本有数の紅葉名所 高雄 世界遺産 高山寺 (燃えるような紅葉が続く山里の
11/11 古刹）
＝ミシュラン2つ星!! 美山荘（時間をかけていただく、美しい摘草料理 ★椅子
(日) 席ご利用）
京都駅八条口（17：45頃着)・梅田(18：45頃着）

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。
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11-22

日本旅行企画 担当：中尾

〜境内を彩る紅葉のじゅうたん！〜
「永観堂
〈日帰り〉 京都屈指の紅葉名所

京都

錦 秋の永

とミシュラン星付料亭
禅林寺」
「本家たん熊 本店」

観堂

境内を彩る紅葉のじゅうたん(永観堂)

旅 の Point

古くは
『古今和歌集』
より モミジの寺 と詠まれる、京都屈指の紅葉名所
「永観堂」へご案内。見渡す限りの紅葉の境内をゆったりとご散策ください。

1869年まで歴代天皇が住まわれた格式高い「京都御所」。
平安時代からの美しい建築様
式の移り変わりをご覧いただけます。
ボランティアガイドがゆっくりとご案内いたします。
ご昼食は
「ミシュランガイド京都・大阪2018」
で星を獲得し、
テレビや雑誌などでも話題
の「京料理 たん熊 本店」
にて。
「もんもな京料理」
と称される、素材の味をそのまま活か
した伝統の京料理をお楽しみいただけます。
旅行期間
旅行代金
募集人数
交通機関
昼食場所

平成30年11月23日(金・祝)〈日帰り〉
お一人様 32,800円
24名（最少催行人数12名） 添乗員 同行いたします
貸切バス（運行バス会社：イワサバス）※バスガイドの乗務はありません
京都市内／本家たん熊 本店（椅子席）

本家たん熊 本店のお料理

本家たん熊

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

11-23

京都

本店

旅行スケジュール
（食事：朝0回・昼1回・夕0回）
なんば（8：30発）
・梅田（9:00発）
「もみじの永観堂」
と謳われ約3,000本の紅葉が境内を彩ります）
＝永観堂 禅林寺（古来より
11/23 ＝本家たん熊 本店（昼食：素材の旨味を活かした「もんもな京料理」★椅子席ご利用）
(金・祝) ＝京都御所（格式高い建物の数々をボランティアガイドがご案内）
＝俵屋吉富 烏丸店（京菓子資料館の見学とお買い物）
梅田（18：00頃着）
・なんば（18：30 頃着）
月日

日本旅行企画 担当：山根

〜知られざる紅葉の名所と名料亭でいただく季節膳〜

〈日帰り〉

ようこくじ

うおさぶろう

の紅葉と伏見のミシュラン星付名店
通常非公開「楊谷寺」
「魚三楼」
通常非公開の楊谷寺「上

書院」

池に映る紅葉と鳳凰堂はこの時期限定！

旅 の Point

通常非公開の楊谷寺「上書院」は、天皇家・公家や限られたお客さまの
みをお通しする特別な間。古都百庭として選ばれた同所から眺める
名勝庭園の紅葉は、その美しさから数多くのお客さまに愛されてきました。
ご昼食は長年ミシュランを獲得する
「料亭 魚三楼」。伏見の銘水を使った秋にぴったり
のお料理をお楽しみください。
午後からは世界遺産「平等院鳳凰堂」へ。池に映る紅葉と鳳凰堂はまさに絶景。
ゆっくり
とガイドと共にご観覧ください。

旅行期間

交通機関
昼食場所

ミシュラン星獲得の名店「魚三楼」

旅行スケジュール
（食事：朝0回・昼1回・夕0回）
なんば
（8：00発）
・梅田（8：30発）
1
11/23 ＝柳谷観音 楊谷寺（通常非公開「上書院」からの景色をお楽しみください。）
(金・祝) ＝料亭 魚三楼（昼食：長年ミシュランを獲得した名店での季節御膳／椅子席）
＝平等院鳳凰堂（多くの文化財・歴史がある紅葉の平等院をガイドがご案内）
梅田（16：30頃着）
・なんば（17：00頃着）
月日

平成30年11月23日(金・祝)〈日帰り〉
お一人様 29,800円
25名（最少催行人数16名） 添乗員 同行いたします
貸切バス（運行バス会社：イワサバス）※バスガイドの乗務はありません
京都市内／料亭 魚三楼（椅子席）★2017年ミシュラン星獲得

日目

旅行代金
募集人数

伏見の銘水を使った季節御膳

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。
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日本旅行企画 担当：青地

〜毎年の大好評企画!!日常から遠く離れた風雅で凛とした時を楽しむ〜
と絢爛豪華な洛南・洛東紅葉めぐり
〈日帰り〉 ミシュラン3つ星受賞!!『菊乃井本店』

京都

「東福寺の通
紅葉が覆う

天橋」

古今集に詠まれた「モミジの永観堂」

旅 の Point

人気No.1!! 通天橋からの
美しき眺めの「東福寺」。水
面に紅葉が映り込む
「高台寺」。古今集で詠
まれる紅葉美の「永観堂」など、モミジ狩り
におすすめの洛南，洛東エリアへご案内。

ミシュランガイド京都・大阪2018でも3つ
星の評価を受けた老舗料亭『菊乃井本店』。
季節を五感で堪能する京懐石，空間，おも
てなしの特別な時間を演出してくれます。
旅行期間
旅行代金
募集人数
交通機関
昼食場所

豊臣秀吉ゆかりの「高台寺」
ミシュラン3つ星「菊乃井本店」

月日

旅行スケジュール

（食事：朝0回・昼1回・夕0回）

なんば（7：45発）
・梅田（8：10発）
＝東福寺（日本最古にして最大級の伽藍と呼ばれ、通天橋から見るモミジは絶景!!）
11/25 ＝高台寺（豊臣秀吉の正妻ねねが創建したお寺で東山借景と共に眺めるモミジは見事!!）
（日） …ミシュラン3つ星 菊乃井本店 （昼食：はんなりと味わう京懐石／高座椅子席）
＝永観堂（古今集に「モミジの永観堂」と詠まれるほど、数ある紅葉の名所）
梅田(18：30頃着）
・なんば（19：00頃着）

平成30年11月25日(日)〈日帰り〉

お一人様 34,800円
35名（最少催行人数12名） 添乗員 同行いたします
貸切バス（運行バス会社：イワサバス）※バスガイドの乗務はありません
京都東山／菊乃井本店（高座椅子席）

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

11-25

京都

日本旅行企画 担当：山根

〜知られざる紅葉 の名所と先代より受け継がれる伝統 の京料理〜

〈日帰り〉

いっし そうで ん

特別公開 の美しき紅葉と8年連続ミシュラン３つ星「なかむら」の一子相伝料理
期間限定公開「厭離庵

」の燃えるような紅葉

受け継がれる一子相伝の料理

旅 の Point

秋の時期のみ公開される
「厭離庵」。燃えるような紅葉と思わず息を飲
むその美しさに心癒されます。

ご昼食は2011年より8年連続ミシュラン3つ星獲得の
「なかむら」
にて口では教わること
の出来ない秘伝の調理法を代々一人の世継ぎだけに伝えてきた
「一子相伝」
の至極の料
理をお楽しみください。
日本最大の禅寺
「妙心寺」
。
天井に描かれる圧巻の
「雲龍図」
や特別公開の紅葉などお楽
しみください。

交通機関

平成30年11月25日(日)〈日帰り〉
お一人様 39,800円
25名（最少催行人数16名） 添乗員 同行いたします
貸切バス（運行バス会社：イワサバス）※バスガイドの乗務はありません

昼食場所

京都市内／京料理 なかむら（椅子席）

旅行期間
旅行代金
募集人数

美しきもみじの絨毯
「宝筐院」

月日

8年連続ミシュラン３つ星「なかむら」

旅行スケジュール

（食事：朝0回・昼1回・夕0回）

・梅田（8:15発）
なんば（7:45発）
＝宝筐院（美しい紅葉のお庭をゆっくりとお楽しみください）
11/25 …厭離庵（通常非公開！秋のみ特別公開される知る人ぞ知る紅葉の名所）
（日） ＝京料理 なかむら（昼食：8年連続ミシュラン3つ星の名店で「一子相伝」の京料理／椅子席）
＝妙心寺（狩野探幽が8年かけて描いた「雲龍図」や美しい紅葉）
梅田（18：00頃着）
・なんば（18：30頃着）

★2011年より8年連続ミシュラン３つ星獲得

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。
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11-26

三洋航空サービス 担当：平野

静岡 富士山絶景ポイントをぐるり周遊『富嶽十景』２日間
2日間

139号線より

露天風呂より見る富士山

客室一例

旅 の Point

日次

1

「湖山亭うぶや」では全室から富士山をご覧いただけるお部屋のこだわりと6種類
のこだわりのお風呂をお楽しみください。
旅行期間

募集人数
交通機関
宿泊施設

（食事：朝１回・昼２回・夕１回）

旅行スケジュール

【集合場所／新大阪駅９：１５予定】

新大阪駅／京都駅 名古屋駅 三島駅＝昼食
11/３
＝②忍野八海（四季折々の富士山が生み
（土・祝）＝①山中湖（逆さ富士撮影のポイント）
出す絶景）
＝③旅館（客室から目前に見える富士山）
＜湖山亭うぶや＞

2

日目

旅行代金

平成３０年１１月３日
（土・祝）
〜4日
（日）
お一人様 １35，
０００円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：富士急グループバス）
（和室）
河口湖温泉「湖山亭うぶや」

月日

日目

この時期は紅葉と初冠雪後の雪をかぶった富士山を見ることができ
ます。富嶽百景の中から、十景を選びました。バスガイドの案内で
ビューポイントをシャッターに納めたり、車窓案内も楽しみです。

白糸の滝

旅館にて朝食
（④もみじ回廊）
旅館＝
＝⑤大石公園（河口湖越しに富士山を眺める）
（⑦もみじのトンネル）
・
・
・⑥ハナテラス（富士山と河口湖が一望出来る）
＝
11/４
「いやしの郷根湯」
にて昼食（茅葺屋根の集落を前景にした富士山）
（日） ＝⑧西湖
＝⑨本栖湖（千円札の図柄となった富士山）
＝⑩白糸の滝
＝三島駅 名古屋駅 京都駅／新大阪駅（１８：00頃着）

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

11-27

三洋航空サービス 担当：平野

高知 紅葉に染まる秘境巡り 大歩危・小歩危と奥祖谷の二重かずら橋を体験する旅 ２日間
2日間

大歩危紅葉

露天風呂行きケーブルカー

小歩危峡

旅 の Point

年間30万人が訪れる
「祖谷のかずら橋」。
ここから更に1時間ほど、山
奥に進むと
「奥祖谷かずら橋」があります。四国の秘境と言われる奥祖
谷を見学いたします。

宿泊施設

（和室）
祖谷温泉「和の宿 ホテル祖谷温泉」

旅行代金
募集人数

1

2

月日

奥祖谷二重かずら橋

旅行スケジュール

【集合場所／新大阪駅９：00予定】

旅館にて朝食
旅館＝東祖谷歴史民俗資料館＝奥祖谷二重かずら橋（平家一族が、平家の馬

11/4 場に通うためにかけたといわれる橋。男橋女橋があり、夫婦橋と言われる）
（日）
＝旧小采家住宅（国指定重要文化財）
＝高知空港 伊丹空港（18：00頃着）

※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

27

（食事：朝１回・昼２回・夕１回））

11/3 名古屋駅 京都駅／新大阪駅／新神戸駅 （乗り換え） 岡山駅 坂出駅
（土・祝）＝昼食＝小歩危峡＝大歩危（平家屋敷資料館、かずら橋、祖谷の滝）
＝旅館
＜ホテル祖谷温泉＞

日目

交通機関

平成３０年１１月３日
（土・祝）
〜４日
（日）
お一人様 １１９,０００円（2名様1室）
14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
航空機、
ＪＲ
【グリーン席・禁煙車】
、
現地貸切バス（運行バス会社：四国バス）

旅行期間

日次

日目

秘境祖谷渓の一軒宿
「ホテル祖谷温泉」
。
ケーブルカーで行く源泉掛け流しの露天風呂
と、
紅に染まる日本三大秘境の景観をお楽しみください。

客室一例

11-28

三洋航空サービス 担当：平野

のんびりバス旅 紅葉の大山ブナの森ウォークと足立美術館
『大観生誕１
５０年記念』
「横山大観ＶＳ日本画の巨匠たち」２日間
2日間

鳥取

大山紅葉イメージ

旅 の Point １０月初旬より色づき

はじめ 、下 旬 から１１
月初旬にかけてピークを迎える名
峰・大山の紅葉。山麓の森が朱やオ
レンジ 、黄 色に染まる錦 の 紅 葉 絵
巻は日本でも屈指の美しさを誇る
大山を訪れます。

旅行期間
旅行代金

日次

月日

旅行スケジュール

（食事：朝1回・昼2回・夕1回）

【集合場所／西梅田暫定駐車場8：30予定】

梅田＝大山にて昼食＝大山ブナの森ウォーキング（阿弥陀堂・・・大山寺）
＝旅館
1 １１/３ ※大山を知り尽くしたガイドさんと一緒に歩きます。気持ちの良いブナ
（土・祝）林のハイキングを中心に、森の小道や沢を渡ったり、重要文化財の史跡
をたずねるなど、短時間で回れる満足度の高いコースです。
日目

目の前に広がる日本海の眺望と季節
の会席が愉しめる自家源泉が自慢の
宿
「華水亭」
でお寛ぎください。

和室客室（一例）

華水亭 外観

（所要時間約２時間、歩行時間約1時間30分、
コース標高差８０ｍ）

平成３０年１１月３日
（土・祝）
〜４日
（日）
お一人様 ７8，
０００円（2名様1室）

＜華水亭＞
旅館にて朝食
（大山蒜山スカイライン）
＝昼食＝
2 １１/４ 旅館＝足立美術館（約1時間半見学）
（日） ＝蒜山高原・鬼女台展望所（カエデやブナ林が色づく奥大山や蒜山高原が360
日目

※露天風呂付客室をご希望の場合、
お一人様7,000円追加

２０名（最少催行人数１０名） 添乗員 同行いたします
利用航空会社 専用貸切バス
（運行バス会社：ヤサカ観光バス）
宿泊施設 皆生温泉
（和室）
「華水亭」
募集人数

度の大パノラマ）

＝梅田（18:00頃着）
※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

11-30

三洋航空サービス 担当：平野

京都 紅葉まっさかりの京都

〈日帰り〉

祗園さゝ木

予約の取りにくいお店「祗園さゝ木」の霜月の宴

旅 の Point

昼食場所の「祗園さゝ木」は、京都
で最も予約を入れづらい店のひと
つ。
力のある出汁やジャンル・国境を越えた最高級
食材を惜しげもなく使う豪快な料理に加え、由緒
ある器や行き届いた店内の設え、そしてピザ窯を
背に10mもの1枚板のカウンターで繰り広げられ
る調理パフォーマンス
『さゝ木劇場』
をお料理とと
もにお楽しみください。
「東福寺」の通天橋から見下ろす紅葉は絶景として名
高く、鮮やかな渓谷美、
また庭園の紅葉と窓が美しい
「光明院」。春秋だけの限定公開の建仁寺塔頭寺院
「正伝永源院」の境内と庭園の紅葉をご覧ください。

旅行期間
旅行代金
募集人数
交通機関
昼食場所

東福寺
（
「国宝通天橋」
から眺める渓谷の紅葉）

〈日帰り〉
平成３０年１１月２２日
（木）
お一人様 ２４，
８００円
１７名（最少催行人数14名） 添乗員 同行いたします
貸切バス（運行バス会社：ヤサカ観光バス）
京都市内「祗園さゝ木」

月日

光明院 紅葉

旅行スケジュール

（食事：朝0回・昼1回・夕0回）

【集合場所／西梅田暫定駐車場9：15予定】
11/22 梅田（９：３０発）
「国宝通天橋」
から眺める渓谷の紅葉）
＝＜高速道＞＝東福寺（「臥雲橋」
（木） ・・・光明院（虹の苔寺と呼ばれる）
＝昼食＝正伝永源院（通常非公開）
＝＜高速道＞＝梅田（１７：00頃着）
※紅葉は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

11-31

間人

三洋航空サービス 担当：平野

活か
に

京丹後 旬の味覚 間人「炭平」の間人活かにづくし

〈日帰り〉

旅 の Point

11月7日、解禁。昨シーズン5136人もの多くの方が味わった、
間人
温泉「炭平」
自慢の活ガニ料理。
「鮮度の良いカニがこんなに美味しいとは！今までで一番おいしいカニだった」
と多
くの方を魅了する至福の美味しさ。今シーズンは間人と言えば「炭平」の活ガ二料
理をお召し上がりください。
山陰海岸ジオパークに位置する
「間人海岸周辺」
は日本海が形成された約1500万
年前に海底で起ったマグマの活動により、
地層が盛り上ったドーム状構造をあちこち
で見ることができ、
聖徳太子の母である間人皇后
（はしうどこうごう）
が滞在したと
される伝説も残される
「間人」
をご案内いたします。
（約１時間）

募集人数

〈日帰り〉
平成３０年１１月２２日
（木）
お一人様 ７８，
０００円（間人活かに定番プラン：０．８ｋｇ級一杯）
お一人様 ５９，
０００円（間人活かに美味少量プラン：０．６ｋｇ級１杯）
16名（最少催行人数14名） 添乗員 同行いたします

交通機関

貸切バス（運行バス会社：日本交通）

昼食場所

間人温泉「炭平」

旅行期間
旅行代金

山陰海岸ジオパーク 立岩

月日

旅行スケジュール

コース料理（一例）

（食事：朝0回・昼1回・夕0回）

【集合場所／西梅田暫定駐車場8：45予定】
＝＜高速道＞＝昼食
11/22 梅田（９：00発）
（木） ＝間人海岸周辺観光（山陰海岸ジオパーク：立岩、屏風岩展望台）
＝＜高速道＞＝梅田（１８：３０頃着）
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