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旅行企画
・実施

神野
9-1～9-19 0120-06-1131コース番号

〒556-0016 大阪市浪速区元町1-2-2 井上難波ビル3階

ANTA正会員観光庁長官登録旅行業第2083号

9-20コース番号 0120-86-3459
三好克也 三好・平野

平日／10：00～18：00　土／10：00～15：00　日・祝／休み
〒658-0072 神戸市東灘区岡本1-7-8

ANTA正会員

9-21コース番号
大田

営業時間 11：00～20：00（受付終了19：00）  休業日：無休（但しヒルトンプラザの休業日）
64号

〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト3階 

JATA正会員㈱ ロイヤルロード銀座大阪店
（旧　　ロイヤルプラザ大阪）

 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。
※協同組合へのお申込みのご依頼をいただきますと、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。
※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、岡山医師協同組合、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の各旅行係による共同企画です。

TEL.077-516-8660■滋賀県医師協同組合 TEL.0742-34-7991■奈良県医師協同組合
TEL.078-241-8819■神戸医師協同組合

TEL.073-422-2678■和歌山県医師協同組合
TEL.086-201-1414■岡山医師協同組合TEL.06-6768-2047■大阪府医師協同組合 TEL.075-223-1493■京都府保健事業協同組合

9月
2019

日本旅行企画 担当：山根9-1
～源泉かけ流しの名湯と気軽に楽しむ東北～
露天風呂付「游泉 志だて」と魅力溢れる
みちのく縦断 2日間

現地添乗員が同行いたします添乗員

2019年9月15日（日）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 148,000円（2名様1室）旅行代金

12名（最少催行人数8名）募集人数

志戸平温泉／游泉 志だて（露天風呂付和洋室）宿泊施設

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：国際興業）交通機関

日本旅行企画 担当：山根9-2
～フルーツ王国福島を味わうフルーティアふくしまにご乗車！～
優雅な“走るカフェ”スイーツ観光列車と
大好評の裏磐梯高原ホテル ２日間

福島
2日間

同行いたします添乗員

2019年9月15日（日）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 168,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

磐梯山温泉／裏磐梯高原ホテル（磐梯山側洋室）宿泊施設

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：福島交通）交通機関

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回）

9/16
（月・祝）

朝食後＝毘沙門沼（五色沼の中で最も代表的な神秘の沼）＝諸橋近代美術館
（スペインの巨匠サルバドール・ダリの作品を約350点収蔵）＝昼食：猪苗代湖が
一望できるダイニングでフレンチ＝大内宿（歴史ある茅葺き屋根が建ち並ぶ
宿場町の散策）＝福島空港　 伊丹空港（19：15頃着）

9/15
（日）

伊丹空港（8：15頃発）　 福島空港＝天鏡閣（有栖川宮威親王殿下の御別邸の
見学）＝昼食：市内にひっそりと佇む「鶴ヶ岡茶寮」にて会津の郷土料理＝
会津若松城（別名「鶴ヶ城」現存する天守閣では国内唯一の赤瓦天守閣を持つお城）
＝会津若松駅　 ＜フルーティアふくしま2号（約１時間ご乗車）～車窓からの景色
を楽しみながら、オリジナルスイーツ～＞　 磐梯熱海駅＝磐梯山温泉　
☆宿泊：裏磐梯高原の大自然に抱かれる高級リゾートホテル
☆温泉：移り行く美景に浸かり、五感で楽しむ源泉かけ流しの湯
★夕食：磐梯山を望むダイニングで地元食材にこだわった本格フレンチ

〈裏磐梯高原ホテル〉

ゆうせん　　し秋田
岩手
2日間

大人の休日を過ごせる高級リゾート旅館「游泉 志だて」にご宿泊。お部屋は
すべて源泉100％かけ流し露天風呂付です。プライベートを重視した極上

空間を楽しめるよう、ご夕食も個室ダイニングでゆっくりとお召し上がりいただけます。

旅の
Point

歴史の町並み角館、世界遺産・中尊寺や毛越寺など一度は訪れたい、みちのくの
観光スポットをゆったりと巡ります。

もうつうじ

磐梯山を一望する大人気の高級リゾート「裏磐梯高原ホテル」にご宿泊。
雄大な自然の中で地元食材にこだわった夕食や絶景の温泉露天風呂を

楽しみながら、大人のリゾートステイをお楽しみいただけます。

旅の
Point

フルーツ王国、福島のオリジナルスイーツが味わえる“走るカフェ”「フルーティア
ふくしま」にご乗車。洗練された上質なインテリアと贅沢なスイーツを景色と共に
お楽しみいただけます。その他にも、毘沙門沼や鶴ヶ城、大内宿など福島の魅力を
たっぷりとご満喫いただける２日間です。

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回）

9/16
（月・祝）

朝食後＝中尊寺（平安美術の宝庫三千有余点の国宝・重要文化財）＝昼食：蔵
元レストランにて地豚の酒しゃぶ膳＝毛越寺（世界遺産・季節を映し出す幻
想的な世界）＝仙台空港　 伊丹空港（19：00頃着）

9/15
（日）

伊丹空港（8：05頃発）　 秋田空港＝角館（深い木立ちと重厚な屋敷構えの町
並みを自由散策、昼食：秋田郷土料理）＝小岩井農場（非公開の生産現場などをガ
イドと巡ります）＝志戸平温泉
☆宿泊：全室露天風呂付のプライベートを重視した大人のリゾート旅館（最上階客室）
☆温泉：開湯1300年を誇る2つの異なる源泉（客室露天風呂も温泉です）
★夕食：個室ダイニングで気兼ねなくお召し上がりいただく美食の日本料理

〈游泉 志だて〉

も う つ う じ

磐梯山の絶景を望む「裏磐梯高
原ホテル」

絶景の温泉露天風呂 ふくしまオリジナルスイーツを堪能！

スイーツ列車「フルーティアふくしま」

高級リゾート旅館「游泉 志だて
」

開放的で寛げる空間（游泉 志だて）個室でいただく贅沢な夕食歴史ある角館の町並み
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日本旅行企画 担当：山根9-3

～オリエント急行でのフレンチや大涌谷など魅力満載！芸術の旅～
露天風呂付「天悠」と美の殿堂を巡る箱根・芦ノ湖 3日間

神奈川
3日間

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回）

9/16
（月・祝）

朝食後（ゆっくりめの出発）＝岡田美術館（東洋の美の結晶が一堂に会する美術
館）＝箱根ラリック美術館（現役を引退した豪華客車オリエント急行の車内で特
別洋食コース）＝小田原城（北条氏の本拠地として有名な難攻不落の城）
＝小田原駅　 新大阪駅（18：30頃着）

9/14
（土）

9/15
（日）

新大阪駅（14：43頃発）／京都駅　 静岡駅　 小田原駅＝箱根小涌谷温泉
☆宿泊：温泉露天風呂と箱根の自然を楽しむテラス付客室 
☆温泉：目の前に遮るものが何もなく、箱根外輪山の絶景を楽しむ小涌
　　　  谷温泉
★夕食：和と洋を組み合わせた天悠ならではの和洋創作懐石

〈天悠〉
朝食後（ゆっくりめの出発）＝早雲山駅　   箱根ロープウェイ（自然の息吹を感
じる大涌谷散策など）　 桃源台駅＝芦ノ湖遊覧船（心地よい風を感じて大パノラ
マの絶景）＝昼食：芦ノ湖と箱根の山々を望みながら優雅なフレンチ
＝箱根小涌谷温泉
★夕食：前日とは異なる内容の懐石料理

〈天悠〉

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕1回）

9/16
（月・祝）

朝食後＝地元ガイドと安曇野散策（水田に映るアルプスを眺めつつ集落を散策）
＝昼食：穂高ビューホテルにて安曇野そば膳＝安曇野ワイナリー（ワイン
セラー見学と豊かな水が育んだワインの試飲）
＝松本駅　 名古屋駅　 京都駅／新大阪駅（19：25頃着）

9/14
（土）

9/15
（日）

＜出発時間をお選びいただけます＞
新大阪駅／京都駅／名古屋駅　  長野駅・・・長野市内
☆宿泊：長野駅善光寺口直結・長野を感じさせるテイストを散りばめた客室 
★夕食：フリー（ご希望の方は別途手配いたします）

〈ホテルメトロポリタン長野〉
朝食後＝白馬・岩岳（昨年10月にオープンした絶景の「白馬マウンテンハーバー」
やねずこの森トレッキングなど）＝昼食：日本料理＝栂池自然園（ゴンドラとロープ
ウェイを乗り継いで紅葉が見頃の栂池へ。整備された木道を専門ガイドがご案内/片道
約1時間）＝白馬八方
☆宿泊：ヨーロピアンテイスト溢れるひときわ高貴な佇まいの山岳リゾートホテル
☆温泉：日本有数のアルカリ度を誇る天然の白馬八方温泉「美人の湯」
★夕食：レストラン「シャモニー」にて日本人の味覚に合わせた本格フレンチ

〈白馬東急ホテル〉

同行いたします添乗員

2019年9月14日（土）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 188,000円（2名様1室）旅行代金

16名（最少催行人数10名）募集人数

箱根小涌谷温泉／天悠（和洋室・連泊）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：伊豆箱根鉄道）交通機関

日本旅行企画 担当：羽山9-4

～リニューアルした客室にご宿泊♪～
北アルプスに色づく、ひと足早い秋の訪れ　白馬東急ホテル 3日間

長野
3日間

2日目より同行いたします添乗員

2019年9月14日（土）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 128,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

長野／ホテルメトロポリタン長野（洋室）
白馬／白馬東急ホテル（洋室）

宿泊施設

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：アルピコ交通）

交通機関

例年この時期、標高1,900ｍの
栂池自然園では、ひと足早い秋の

訪れとなり、赤や黄金色の紅葉が色付き始
めます。また、昨年オープンした白馬・岩岳
の絶景テラスなどへもご案内いたします。

旅の
Point

ご宿泊は、格調高き北アルプスの迎賓館
「白馬東急ホテル」の昨年12月にリニュー
アルした客室をご用意。信州牛、信州茸、白
馬産岩魚などを用いた白馬ならではの秋
のフレンチや、大浴場で天然温泉をお楽し
みいただけるのも魅力です。

箱根小涌園にオープンした全室露天風呂付「天悠」にご宿泊！「自然」と「和」
のおもてなしをコンセプトにしたホテルで五感を癒す箱根時間をお過ごし

ください。話題の絶景温泉やこだわりの美食もご堪能ください。

旅の
Point

オリエント急行の中でいただく特別ランチや、美が結集した岡田美術館、雄大な自然
を感じる大涌谷など、箱根の魅力を存分に楽しめる特別プランです。

絶景の温泉に癒される大人の休
日（天悠）

オリエント急行の車内で特別ランチ

天悠ならではの和洋創作懐石

自然の息吹を感じる大涌谷

栂池自然園の紅葉

白馬岩岳マウンテンハーバー

白馬東急ホテルのお部屋 シャモニーのフレンチ

※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9-5
～草紅葉が美しい色合いを見せはじめる9月中旬の上高地へ♪～
花々や木々の移ろいに初秋を感じる
「上高地帝国ホテル」 3日間

長野
3日間

同行いたします添乗員

2019年9月14日（土）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 138,000円（2名様1室）
※両ホテルのお部屋アップグレードの場合、お一人様15,000円追加
（ホテル翔峰は「展望風呂付和室」、上高地帝国ホテル「ベランダ付ツイン」へのアップグレードとなります）

旅行代金

16名（最少催行人数10名）募集人数

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）

宿泊施設

ＪＲ新幹線・特急【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）交通機関

日本旅行企画 担当：佐野9-6
～海に囲まれた食のリゾートで駿河湾・相模灘を食べ尽くす～
富士山眺望のラグジュアリースイート
「淡島ホテル」と伊豆グルメ旅 2日間

静岡
2日間

同行いたします添乗員

2019年9月15日（日）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 139,000円（2名様1室）旅行代金

12名（最少催行人数8名）募集人数

淡島温泉／淡島ホテル（スタンダードスイート・洋室）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】※伊豆急下田～熱海間【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：伊豆バス）

交通機関

日本旅行企画 担当：山根9-7

大好評！山中温泉5つ星の宿と
飛騨高山・世界遺産「白川郷」 3日間

同行いたします添乗員

2019年9月14日（土）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 178,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

山中温泉／花紫（和室）
飛騨高山温泉／本陣平野屋 花兆庵（和室）

宿泊施設

JR新幹線・特急【普通指定席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：濃飛バス）交通機関

1泊目は山中温泉５つ星の宿・
「花紫」にご宿泊。食材にこだ

わった花紫オリジナルの「オーダーメイド懐
石」や溪谷を見渡す展望露天風呂など心を
癒す大人の休日をお過ごしください。2泊
目は本陣平野屋「花兆庵」で心休まるおも
てなしと名湯、そして飛騨の美食をご堪能。

旅の
Point

金沢ひがし茶屋街～世界遺産「白川
郷」、歴史薫る飛騨高山を巡り、話題
のモネの池も訪れる、ゆったりであり
ながら充実の3日間です。

あ　じ　む

かんかいじ

「淡島ホテル」は富士山が眺められる全室スイートルーム。多くの芸術作品
が展示され、美術館のようなホテルです。大好評の創作ディナーや温泉も

魅力で、政財界のＶＩＰも多く利用します。

旅の
Point

美しい海岸線、自然に恵まれた伊豆半島は特に夏から秋にかけて豊富な海産物が獲れ
るシーズン。南端の「下田」まで足を伸ばし、ぐるりと半島一周グルメツアーです。

9月中旬の上高地は気温が一気に冷え込み始
め、田代池の草紅葉が美しい色合いを見せはじ

めます。散策路には秋の花々が咲きほこり、木々は毎日ち
がう色合いを魅せてくれます。穂高連峰や焼岳などの
山々がひと雨ごとに秋色に染まりはじめる様を、憧れの
「上高地帝国ホテル」と共にご堪能ください。

旅の
Point

3日目はゆっくりのご出発とし、ぎりぎりまで喧騒離れ
た上高地を満喫いただきます。その後、人気の松本ホ
テル花月のフレンチへとご案内いたします。

くさ もみじ

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼1回・夕1回）

9/16
（月・祝）

朝食後（ゆっくりめの出発）＝（車窓：松本城〈現存する五層六階の天守の中で日本
最古の国宝〉）＝昼食：松本ホテル花月にて人気の「ながのテロワール」の
フレンチ＝松本駅　 名古屋駅　  京都駅／新大阪駅（18：20頃着）

9/14
（土）

9/15
（日）

新大阪駅（14：50頃発）／京都駅　 名古屋駅　  松本駅＝美ヶ原温泉
★夕食：料理長こだわり信州食材の会席料理　

松本市街を一望出来るお宿〈ホテル翔峰〉
朝食後＝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
★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。

※昼食・夕食：フリー
※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　お
一人様18,200円】

日本初の本格的山岳リゾートホテル〈上高地帝国ホテル〉

 ★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　（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。

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回）

9/16
（月・祝）

朝食後＝飛騨高山観光（江戸時代の歴史的な街並みをガイドと共に散策）
＝昼食：特上飛騨牛の瓦鉄板焼＝根道神社（幻想的な絶景で話題の通称「モ
ネの池」）＝岐阜羽島駅　 京都駅／新大阪駅／大阪駅（16：50頃着）

9/14
（土）

9/15
（日）

大阪駅（14：40頃発）／新大阪駅／京都駅　  加賀温泉駅＝山中温泉
※ご希望の方は、別時間の列車でもお手配いたします。
☆宿泊：全客室から鶴仙渓の溪谷を望む山中温泉５つ星のお宿
☆温泉：美白の湯として知られる良質な温泉
★夕食：約50品の中から料理をお選びいただけるオーダーメイド懐石
※前菜、先付け、止椀（ご飯、味噌汁、香の物）、デザートは予め決まっております。
※お選びいただけない方にはモデルコースの懐石料理もございます。

〈花紫〉
朝食後＝ひがし茶屋街（古い町並みを色濃く残す金沢城下町）＝昼食：大好評
のオーベルジュで美食フレンチ＝白川郷（世界遺産の集落をガイドの案内で巡
ります）＝飛騨高山温泉
☆宿泊：心温まるおもてなしが自慢の古き良き温泉宿
☆温泉：泉質がよく、どなたでも気持ちよくリラックスできるお湯 
★夕食：飛騨の厳選食材で作り上げる最高級の懐石

〈本陣平野屋 花兆庵〉

赤い屋根が特徴の上高地帝国
ホテル

河童橋と焼岳

趣ある「メインダイニング」

黄金に輝く田代湿原の草紅葉

全室富士山ビューの淡島ホテル

まるで京都・伊豆修善寺
「竹林の小径」

食のリゾート伊豆海の幸スイートタイプでお寛ぎください

石川
岐阜
3日間

世界遺産「白川郷」の合掌造り集
落

日本で唯一のオーダーメイド懐石（花紫）話題のモネの池 2つの名宿でごゆっくり（花兆庵）

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回）

9/16
（月・祝）

朝食後、伊豆の小京都「修善寺」（竹林の小径など）＝日本の滝百選・浄蓮
の滝＝旧・天城トンネル＝昼食：伊豆郷土料理＝伊豆半島南端下田観光
（ペリーゆかりの日本開国港町散策とお土産タイム）
＝伊豆急下田駅　 熱海駅　 京都駅／新大阪駅（19：30頃着）

9/15
（日）

新大阪駅（9：30頃発）／京都駅　 三島駅＝昼食：日本料理＝沼津御用邸
（潮騒がいざなう皇室の薫り）＝淡島ホテル（早めのチェックイン）
☆宿泊：全客室から富士山が眺められるスイートルーム
☆温泉：壮大な富士山を眺める淡島の地下1,000mから湧出する質の
　　　 良い天然温泉
★夕食：四季折々の旬の素材を味覚と視覚でおもてなしする欧風料理

内外の賓客をお迎えする日本一のゲストハウス〈淡島ホテル〉

※ホテルのコンセプト上、小学生以下のお子様はご宿泊いただけません。

※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：秋本9-8

日本最大規模の陶磁器イベント“第88回せともの祭り”と
人気のスイーツ観光列車“ながら” 2日間

岐阜
2日間

同行いたします添乗員

2019年9月15日（日）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 118,000円（2名様1室）旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

下呂温泉／水明館（臨川閣・和室）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：名鉄観光バスまたは同等）

交通機関

日本旅行企画 担当：弥永9-9

～小泉八雲が愛した景色～
宍道湖に浮かぶ寛ぎのお宿と神々のふるさと“出雲大社” ２日間

島根
2日間

同行いたします添乗員

2019年9月15日（日）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 108,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

松江しんじ湖温泉／なにわ一水（露天風呂付和室または和洋室または洋室）宿泊施設

JR新幹線・特急【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）

交通機関

1
日
目

2
日
目

3
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼0回・夕2回）

朝食後、フリータイム　※チェックアウトは～11：00です。
＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
＝新山口駅　 新神戸駅／新大阪駅

①9/14
（土）
②9/21
（土）

①9/15
（日）
②9/22
（日）

①9/16
（月・祝）
②9/23
（月・祝）

＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
新大阪駅／新神戸駅　 新山口駅＝（タクシー等で約25分）＝湯田温泉
★他駅（名古屋駅・京都駅・岡山駅など）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。
※チェックインは14：00～です。
☆宿泊:源泉か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）
☆温泉:山陽路随一の泉都を誇る、無色透明で豊富な湯量
★夕食：地産地味がコンセプトの“旬菜”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・レンタカー】の手配を承ります【別途料金】
★夕食：前日とは異なる内容の会席料理

〈古稀庵〉

日本旅行企画 担当：青地9-10
～日ごろの喧騒を忘れさせる至福の隠れ家～
大好評の極上宿!! 源泉かけ流しの
露天風呂付「古稀庵」フリー 3日間

山口
3日間

同行いたしません添乗員

①2019年9月14日（土）～16日（月・祝）
②2019年9月21日（土）～23日（月・祝）

旅行期間

　　　　 118,000円（4名様1室）
お一人様 123,000円（3名様1室）
          128,000円（2名様1室）
※グリーン席ご希望の場合、お一人様往復10,000円追加

旅行代金

各日 6組様限定（最少催行人数2名）募集人数

湯田温泉／古稀庵（和洋室・連泊）宿泊施設

ＪＲ新幹線【普通指定席・禁煙車】交通機関

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回）

9/16
（月・祝）

朝食後＝国宝・松江城・小泉八雲記念館（2016年に生まれ変わった記念館と
国宝の城を地元ガイドとご見学）＝松江市内（昼食：洋食）＝足立美術館（たっぷ
り２時間滞在、のんびりと日本庭園を眺め、素晴らしい日本画を観賞）
＝安来駅　 岡山駅　 新神戸駅／新大阪駅（19：30頃着）

9/15
（日）

新大阪駅（9：00頃発）／新神戸駅　 岡山駅　 出雲市駅＝出雲市内（昼
食：和食）＝出雲大社（神々の国・出雲の象徴、「古事記」にその創建が記されてい
る古社を地元ガイドと参拝）＝松江しんじ湖温泉
☆宿泊：非日常空間にて宍道湖の景色を一望できるお部屋
☆温泉：宍道湖畔に湧く高温良質な天然温泉
★夕食：松江の滋味なる季節の食材を知り尽くした、匠のおもてなし膳

露天風呂付客室〈なにわ一水〉

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回）

9/16
（月・祝）

朝食後＝郡上八幡（名水の城下町・郡上八幡の町並みを現地案内人と共に散策。
昼食：“リストランテ雀の庵”にてイタリアン）＝郡上八幡駅　 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光列車
（約90分ご乗車）。長良川の景色を眺めながらスイーツで甘いひととき）　 
美濃太田駅＝岐阜羽島駅　 京都駅／新大阪駅（18:25頃着）

9/15
（日）

新大阪駅（7:50頃発）／京都駅／米原駅　 三河安城駅＝瀬戸（日本最大規
模の陶磁器イベント“第88回せともの祭り”を見物。掘り出し物が見つかるかも…）
＝多治見（昼食：和食）＝杉原千畝記念館（“日本のシンドラー”とも呼ばれ、多く
のユダヤ人を救った杉原千畝の記念館）＝下呂温泉
☆宿泊：日本三名泉のひとつ下呂温泉を代表するお宿
☆温泉：滑らかな湯触りはお肌にやさしく、浸れば伝わる「美人の湯」
★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〉

※せともの祭りは観光バス駐車場から会場まで片道約10分ほど歩きます。

１年に2日間だけ開催“せともの
祭り”では多くの窯元から瀬戸焼

をはじめとした陶磁器が会場中で販売され、
売り手と買い手のやり取りが楽しまれていま
す。お気に入りの一品が見つかるかも…。

旅の
Point

長良川沿いを走る人気のスイーツ観光列
車“ながら”では美濃の美しい景色を車窓よ
り眺めながらスイーツで甘いひとときをお
楽しみいただけます。

年間200万人を超える参拝客で
賑わう出雲大社へご案内。近年パ

ワースポットとしても注目されており、福の
神・縁結びの神としても名高い社です。ま
た、横山大観のコレクションと日本一の庭園
で有名な“足立美術館”ではたっぷり２時間
滞在いたします。

旅の
Point

お泊りはまるで宍道湖に浮かぶようなお宿
で、露天風呂付のお部屋をご用意。のんび
りとお寛ぎください。

真心のおもてなしで寛ぎと
安らぎを演出する極上の宿

「古稀庵」。広い敷地に客室は僅か１6
室しかなく、源泉かけ流しの露天風呂
付となっております。お料理も郷土の
美味を数々の味付けでお召し上がり
いただけ、身も心も満たされる至福の
時間をお過ごしください。

旅の
Point

人気のスイーツ観光列車“なが
ら”

せともの祭り 名水流れる城下町・郡上八幡

日本三名泉のひとつ下呂温泉

宍道湖を眺めながらのんびりと出雲大社を地元ガイドと共に参拝

宍道湖を望む客室（一例）

山陰の旬を贅沢に

山荘の趣きをもつ「古稀庵」

広々とした寛ぎの客室（一例）

世界遺産･萩城下町（観光例） 特別天然記念物・秋吉台（観光例）
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日本旅行企画 担当：中尾9-11
～レトロモダンな観光列車で穏やかな海沿い鉄道旅を～
観光列車「伊予灘ものがたり」と
名宿「道後舘」でゆったり2連泊 3日間

愛媛
3日間

同行いたします添乗員

2019年9月14日（土）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 158,000円（2名様1室）
※露天風呂付客室へアップグレードご希望の場合、お一人様27,000円追加（2泊分）

旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

道後温泉／道後舘（和室または露天風呂付客室・連泊）宿泊施設

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：奥島観光）交通機関

日本旅行企画 担当：中尾9-12
～とっても涼しい 標高1,200ｍの避暑地へ～
選べるゴルフ・観光フリープラン　
『ルグラン旧軽井沢』にご連泊 3日間

長野
3日間

同行いたしません添乗員

①2019年9月14日（土）～16日（月・祝）
②2019年9月21日（土）～23日（月・祝）

旅行期間

お一人様 158,000円（2名様1室）旅行代金

各日8名（最少催行人数2名）募集人数

旧軽井沢／ルグラン旧軽井沢（洋室・連泊）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】
※東京⇔軽井沢間グランクラスご希望の場合、お一人様片道4,000円追加

交通機関

日本旅行企画 担当：佐川9-13
～トーナメント2日後にラウンド！過ごしやすい気候の中でゴルフプレー～
北陸名門トーナメント開催コースにて
ゴルフプレー 3日間

石川
3日間

同行いたします添乗員

2019年9月14日（土）～16日（月・祝）旅行期間

お一人様 128,000円（2名様1室）【プレー費別途】
※シングル利用の場合、お一人様35,000円追加

旅行代金

16名（最少催行人数10名）募集人数

金沢／ANAクラウンプラザホテル金沢（洋室・連泊）宿泊施設

ＪＲ特急【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：オリエンタルまたは同等）

交通機関

1
日
目

2
日
目

3
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回）

9/15
（日）

9/16
（月・祝）

朝食後＝伊予大洲駅（10：50頃発）　 ＜観光列車 伊予灘ものがたり・双海編
（昼食：内子杉の御重に盛り込まれた和洋折衷料理／約2時間20分）＞　 松山駅
（13：10頃着）＝松山城（ロープウェーで松山市内を一望出来る高台のお城へ）
＝道後温泉
★夕食：お部屋にて前日とは異なる内容の和会席料理

〈道後舘〉
朝食後＝耕三寺（“西の日光”と言われる荘厳な建築）＝昼食：瀬戸内海の幸を
盛り込んだ会席膳＝平山郁夫美術館（作家が愛したしまなみの風景画や貴重
な下絵などご鑑賞）＝松山空港　 伊丹空港（19：00頃着）

9/14
（土）

伊丹空港（16：40頃発）　 松山空港＝道後温泉
☆宿泊：江戸情緒と現代美が調和した建築と溢れるおもてなしが自慢の宿
☆温泉：道後温泉のひき湯100％の開放的な大浴場
★夕食：お部屋にて瀬戸内海と石鎚山の幸を盛り込んだ月替わり和会席
☆有名な「道後温泉本館」、2017年12月にオープンの「飛鳥乃温泉」
　の湯巡りなど【別途料金】

〈道後舘〉

※『道後温泉本館』は、耐震工事中のため部分営業となります。

1
日
目

2
日
目

3
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼0回・夕1回）

9/15
（日）

9/16
（月・祝）

朝食後＝「能登カントリークラブ」で1ラウンド【プレー費別途・キャディ
付・乗用カート付】
★2023年「日本シニアオープンゴルフ選手権」開催決定！
過去には多数「ダンロップトーナメント」「三菱ギャラントーナメント」開催
プレー終了後、ホテルへ。
★夕食：慶応3年創業・金沢の老舗料亭旅館「浅田屋」にて極上の和懐石

〈ANAクラウンプラザホテル金沢〉
朝食後＝「小松カントリークラブ」で1ラウンド【プレー費別途・キャディ
付・乗用カート付】
★2019年9月12～14日「コマツオープン」開催！ベストコンディションでプレー
プレー終了後＝小松駅　 京都駅／新大阪駅／大阪駅（20：00頃着）

9/14
（土）

大阪駅（14：40頃発）／新大阪駅／京都駅　 金沢駅…ホテル
☆宿泊：駅から徒歩1分！景観とおもてなしが自慢のホテルでごゆっくり
★夕食：フリー（ご相談承ります）

〈ANAクラウンプラザホテル金沢〉

日本経済新聞「おすすめの観光列
車ベスト10」で第1位に選ばれ

た、観光列車「伊予灘ものがたり」。伊予灘の
絶景を眺めながら和洋折衷の内子の山里料
理をどうぞ。海沿いの秘境駅として有名な
「下灘駅」にも停車します。

旅の
Point

世界的に有名な建築家・黒川紀章により手掛
けられた名建築ホテルにたっぷり2連泊。館内
では、打たせ湯、露天風呂、寝風呂など温泉を
ご堪能いただけます。2017年オープンの「飛
鳥乃温泉」などの外湯巡りもお楽しみの一つ。

日本三大ナショナルオープンの一つ「日本シニアオープンゴルフ選手権」が決定
した「能登カントリークラブ」、「小松カントリークラブ」では男子プロトーナメント

「コマツオープン」開催2日後にラウンドしていただきます。

旅の
Point

ご夕食は老舗料亭『浅田屋』にて「旬の食材とおもてなし」に拘りぬいた加賀料理をご賞味ください。

道後温泉の新湯「飛鳥乃温泉」列車の窓から見える穏やかな伊予灘 道後舘で味わう愛媛グルメ（一例）

伊予灘ものがたりとアテンダン
ト

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼0回・夕1回）

朝食後、フリータイム
＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
軽井沢駅　 東京駅　 京都駅／新大阪駅

＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
新大阪駅／京都駅　 東京駅　 軽井沢駅＝ホテル
★他駅（岡山駅・新神戸駅・名古屋駅など）発着も承ります　
※軽井沢駅⇔ホテル間の移動はお客様ご自身でお願いいたします（徒歩約15分また
は車約5分）
☆温泉：岩手県花巻から直送したまるで化粧水のようなとろとろの「美肌の湯」
★夕食：こだわりの信州食材を使ったフレンチ「コンチネンタル・キュイジーヌ」

2016年7月オープンのクラシックホテル〈ルグラン旧軽井沢〉
朝食後、終日フリータイム

★夕食：フリー　
※ご希望の方には周辺のフレンチや日本料理のディナー予約を承ります

旧軽井沢エリア唯一の天然温泉露天風呂〈ルグラン旧軽井沢〉

ゴルフ、レンタカー、観光タクシー（専用車）等お手配いたします【別途料金】
【ゴルフ：軽井沢72ゴルフ　観光：溶岩の芸術「鬼押出し園」、重要文化財「旧三笠
ホテル」、小諸城址「懐古園」、清涼感漂う「白糸の滝」、ショッピングストリート「旧軽
銀座」などオーダーメイドのプランをご提案いたします】

①9/14
（土）
②9/21
（土）

①9/15
（日）
②9/22
（日）

①9/16
（月・祝）
②9/23
（月・祝）

豊かな自然と街の賑わいが両立する街
「軽井沢」。軽井沢72ゴルフでのプレー

や旧軽銀座通りの散策、少し足を延ばせば溶岩の
芸術『鬼押出し園』などにも行くことができます。ツ
アーが苦手な方も気軽にお楽しみいただけるフ
リープランです！

旅の
Point

2016年7月にオープンした「ルグラン旧軽井沢」。
豊かな自然、クラシカルな雰囲気との調和を目指
すホテルです。温泉は岩手県花巻南温泉峡より直
送した「美人の湯」。心地よい澄んだ空気の中で、ご
ゆっくりとお過ごしください。

旧軽井沢の街中に佇む「ルグラ
ン旧軽井沢」 ルグラン旧軽井沢・天然温泉

軽井沢72ゴルフ　北コース

旧軽銀座通り奥にある
「ショー記念礼拝堂」

日本海と宝達山を望む能登カン
トリークラブ

小松カントリークラブ 能登カントリークラブ 浅田屋伝統の加賀料理（一例）



6

日本で一番早く色づく紅葉と
して有名な「旭岳ロープウェ

イ」。10分間の空中散歩で眼下に広が
る錦の彩りをお楽しみください♪層雲
峡では展望台より、黒岳をはじめ360
度のパノラマがご覧いただけます。

旅の
Point

お泊りは、旭岳温泉のリゾートホテル
「ラビスタ大雪山」。館内の至る所で旭
岳の眺望をご堪能ください。また、北海
道ならではの旬の素材を活かした創作
フレンチの夕食もご用意しております。

日本旅行企画 担当：弥永9-14
～毎年大好評！秋色の北海道～
日本で一番早い紅葉！
大雪山・旭岳と層雲峡・黒岳 3日間

北海道
3日間

2日目より現地添乗員が同行いたします添乗員

2019年9月21日（土）～23日（月・祝）旅行期間

お一人様 189,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

旭川市内／星野リゾートOMO7旭川（洋室）
旭岳温泉／ラビスタ大雪山（洋室）

宿泊施設

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：旭川中央交通）交通機関

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕1回）

9/23
（月・祝）

朝食後＝旭岳山麓駅　  旭岳姿見駅（標高1,600mに広がる紅葉）　 旭岳
山麓駅＝昼食：中華（旭川市内）＝上野ファーム（ガーデニングの聖地とされる
“英国式庭園”）＝新千歳空港　 伊丹空港（20：00頃着）

9/21
（土）

9/22
（日）

伊丹空港（15:00頃発）　 （羽田乗継）　 旭川空港＝＜お客様ごとの専用車＞
＝旭川市内
☆宿泊：2018年4月に「星野リゾート」としてリニューアルオープンしたホテル
★夕食：フリー※ホテルレストラン（和食・中華）やミシュラン掲載店、周辺の寿司・
ジンギスカン料理店等の予約を承ります【別途料金】

〈星野リゾートOMO7旭川〉
朝食後＝銀河・流星の滝（日本の滝百選にも入っている名瀑、2本の滝が絶壁・不動
岩の左右を流れ落ちる姿は絶景）＝層雲峡・黒岳ロープウェイ（針葉樹の緑と広葉
樹の朱色や黄色などその微妙な色の違いが幾重にも重なった色彩は圧巻）＝昼食：
和食（層雲峡内）＝就実の丘（話題の景勝地にて大雪山連峰を一望）＝旭岳温泉
☆宿泊：窓から一服の絵画のような山の風景が広がる、ヨーロッパの山
　        荘風の客室
☆温泉：深い原生林の中から自然に湧き出る天然温泉
★夕食：フレンチ風洋食フルコース

〈ラビスタ大雪山〉

日本旅行企画 担当：秋本9-15
“天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー”と
雲海テラス「SORAterrac」からの夕焼け
秋の信州花街道 3日間

長野
3日間

同行いたします添乗員

2019年9月21日（土）～23日（月・祝）旅行期間

お一人様 158,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

昼神温泉／石苔亭いしだ（和室または和洋室）
上林温泉／上林ホテル仙壽閣（和室または洋室）

宿泊施設

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：中部観光または同等）

交通機関

2015年8月に誕生した標高1,770ｍ
の別世界「SORA terrace」。雲上のテ

ラスからは、長野市、中野市、飯山市、木島平村を見
下ろすことが出来る眺望で、条件が合えば70%以
上の確率で幻想的な雲海がご覧いただけます。

旅の
Point

環境省による全国星空継続観察で、「星が最も輝い
て見える場所」第1位に認定されたこともある長野
県阿智村での美しい星空を堪能できる「天空の楽園 
日本一の星空ナイトツアー」へご案内。スターガイド
による星座の紹介、星空と映像と音楽が奏でるエン
ターテインメントなど星空を満喫いただけます。

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回）

9/23
（月・祝）

朝食後＝野沢温泉（風情ある温泉街を散策。温泉街では温泉卵作りも体験）＝黒姫
高原（野尻湖を眺望できる高原にて世界の50種100万本のコスモスとダリアを観賞）
＝（昼食：洋食）＝長野駅　 名古屋駅　 京都駅／新大阪駅（20:15頃着）

9/21
（土）

9/22
（日）

新大阪駅（14:50頃発）／京都駅　 名古屋駅　  中津川駅＝昼神温泉
夕食後＝ヘブンスそのはら　  ゴンドラで標高1,400メートル地点まで
星空遊覧（※）ナイトツアー会場では日本一の星空の下、オリジナル映像
放映や天体望遠鏡を使った天体イベントを開催　  下山後、ホテルへ。
☆宿泊：南木曽の名湯・昼神温泉の名旅館
☆温泉：地元産の天然石をふんだんに使った洞窟風岩風呂の天然温泉
★夕食：信州の素朴で自然あふれる山の幸、里の幸を使った和食会席

〈石苔亭いしだ〉
朝はごゆっくりお過ごしください。朝食後＝信州伊那高原赤そばの里（遠く
ヒマラヤの地から持ち帰ったそばの実は「高嶺ルビー」と名づけられ、珍しい赤いそば
の花を見物）＝須坂（昼食：和食）＝小布施（葛飾北斎最晩年の大作「大鳳凰図（天井
絵）」のある岩松院など）＝北志賀高原（※）（標高1,770mの北志賀竜王ロープウェ
イ山頂にオープンした雲海テラス“SORAterrace”より雲海を観賞）＝上林温泉
☆宿泊：和風の旅館に洋風のホテルの文化がとり入れられた名旅館
☆温泉：大浴場は源泉かけ流し、湯量は長野県の温泉の中で１位を誇ります
★夕食：ひとつひとつのお料理に、歳時記の季語をそえた仙壽閣だけの懐石料理

〈上林ホテル仙壽閣〉

日本旅行企画 担当：中尾9-16
～さわやかな秋の信州へ～
赤そばの花畑とワイン 
雲上の「王ヶ頭ホテル」初秋満喫 3日間

長野
3日間

同行いたします添乗員

2019年9月21日（土）～23日（月・祝）旅行期間

お一人様 128,000円（2名様1室）旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

松本市内／ホテルブエナビスタ松本（洋室）
美ヶ原／王ヶ頭ホテル（和室または和洋室）

宿泊施設

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：栄和交通）

交通機関

2泊目は、標高2,034ｍ
の雲上のリゾート「王ヶ

頭ホテル」。富士山・北アルプス等、
360度の山岳展望とご来光、夕映
えも楽しめるリゾートで特別な時間
をお過ごしください。

旅の
Point

9月下旬に見頃を迎える「赤そば」の
花畑、初秋から収穫を迎える「塩尻
ワイン」のワイナリーなど、このシー
ズンならではの観光地を訪ねます。

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回）

9/23
（月・祝）

★ご希望の方には、朝食前に山頂を散策する朝霧ツアーにご案内★（※1）
朝食後＝美ヶ原（※交通規制のため送迎車に乗り換え）＝赤そばの里（9月下旬
に見頃を迎える真紅の赤そばの花畑を散策）＝奈良井宿（昼食：江戸時代の旅籠「徳
利屋」で信州蕎麦（※2）、中山道の宿場町として栄えた町並自由散策）
＝木曽福島駅　 名古屋駅　 京都駅／新大阪駅（19：25頃着）

9/21
（土）

9/22
（日）

新大阪駅（14：50頃発）／京都駅　 名古屋駅　 松本駅＝松本市内
☆宿泊：山岳リゾートに抱かれた信州松本のランドマークホテル
★夕食：信州厳選食材と風味豊かなダシに洗練された匠の技が合わさった
　　　   日本料理

雄大な北アルプス連峰を望む松本のランドマーク〈ホテルブエナビスタ松本〉
朝食後＝松本城見学（国宝に指定されている美しい天守閣を地元ガイドがご案内）＝昼
食：塩尻ワインを取り扱うレストランで信州食材のフレンチ＝井筒ワイン（9月
に収穫を迎える塩尻ワインの名店）＝美ヶ原高原（※交通規制のため送迎車に乗り換え）
☆宿泊：ご来光・夕映え・星空パノラマ展望が出来る、まさに「天空のリゾート」！
★夕食：厳選された信州牛や自家鱒池の川魚などの創作料理
★ご希望の方には、星空観賞・松本市内の夜景観賞ツアーにご案内★（※1）

〈王ヶ頭ホテル〉

※1．王ヶ頭ホテルのツアーは天候により中止となる場合がございます。　
※2．そばアレルギーの方には別のお料理をご用意いたします。

※ナイトツアーでの星空、雲海は天候等の事由により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。

大雪山・旭岳の美しい紅葉 ラビスタ大雪山の旬のフレンチ カラフルな紅葉で秋を感じて英国式庭園・上野ファーム

 ソ　     ラ　      テ　ラ　ス

雲海テラスからの眺望

石苔亭いしだ岳日本一の星空ナイトツアー 信州伊那高原「赤そばの里」

雲上のリゾート・王ヶ頭ホテル

王ヶ頭からの夕日と雲海 一面に広がる赤そばの花畑 奈良井宿の散策も♪
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日本旅行企画 担当：青地9-17

～アーティストと建築家がつくり上げたサイトスペシフィック・ワーク～
デザイナーズ旅館「汀邸 遠音近音」と瀬戸内のアートをめぐる 2日間

同行いたします添乗員

2019年9月22日（日）～23日（月・祝）旅行期間

お一人様 128,000円（2名様1室）
※最上階（5階） 77.3㎡ アッパースイートご希望の場合、お一人様18,000円追加

旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

鞆の浦温泉／汀邸 遠音近音（露天風呂付・和洋室）宿泊施設

ＪＲ新幹線【普通指定席･禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：福山観光バス）交通機関

お泊りは“全室オーシャンビュー・温泉露天風呂付”のデザイナーズ旅館
「汀邸 遠音近音」をご用意。宿の趣とリゾート感が溶け合う空間、その時期

一番美味しい素材を活かしたお料理もご堪能ください。

旅の
Point

“瀬戸内芸術祭”が開催されることで有名な直島。自然、アート、建築が融合する「ベ
ネッセハウスミュージアム」と、建物そのものがアートで地中に埋まっている「地中美
術館」は安藤忠雄氏が設計。クロード・モネの“睡蓮”を自然光のみで観賞出来るな
ど、見どころがいっぱい。今回は大変混み合う芸術祭の期間を外して訪れます。

日本旅行企画 担当：佐川9-18
～西日本最大級　打上総数22,000発！2時間を超える大花火ショー！！～
『九州一花火大会』と
夜景日本一の街ハウステンボス 3日間

長崎
3日間

1
日
目

3
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼0回・夕1回）

9/23
（月・祝）

朝食後、終日フリータイム
長崎空港　 神戸空港／伊丹空港
＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
※ハウステンボス→空港間はお客様ご自身で移動願います。
※JR利用ご希望の方はお問い合わせください。

9/21
（土）

9/22
（日）

神戸空港（14：50頃発）　 長崎空港＝ハウステンボス　
※伊丹空港ご希望の方は13：50発です。
★西日本最大級！22,000発、2時間超えのビッグイベント【世界花火師競技会】！！
全国の有名な花火師たちが披露する渾身の作品ショーです。
※ロッテルダム会場でのイス指定席を確保しております。（場所や座席指定は出来ません）
※花火18：45～21：00（予定／途中休憩含む）。主催者の判断となりますが雨天時で
も開催されます。台風などの悪天候時は翌日に順延される場合もございます。花火大
会が中止の場合は、お席料のみご返金させていただきます。
☆宿泊：ハウステンボスすぐの好立地。疲れを癒す天然温泉付のリゾートホテル
★夕食:ホテルレストラン「日本料理さくら」のお弁当（花火終了後ご用意いたします）

〈JRホテルオークラハウステンボス〉
朝食後、終日フリータイム　
★ハウステンボスで楽しい一日をお過ごしください。ゴルフ手配、長崎観光等をご希望
の方は観光タクシー（専用車）もお手配いたします【別途料金】
★夕食:フリー（ご希望の場合はホテル内レストランの座席予約も承ります【別途料金】）

〈JRホテルオークラハウステンボス〉

1日目のみ長崎空港より現地添乗員が同行いたします添乗員

2019年9月21日（土）～23日（月・祝）旅行期間

お一人様 158,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

ハウステンボス／JRホテルオークラハウステンボス（洋室・連泊）宿泊施設

航空機交通機関

「まるで一生分の花火を
見ているみたい」・・・世

界一が決まる『ハウステンボス花火
大会』！！イス席での花火観覧と
3Daysパスポート付♪

旅の
Point

ヨーロッパの町並みを彷彿とさせる
パーク。一年を通して花、光、音楽の
エンターテイメントに溢れています。
「イルミネーションアワード」総合エ
ンターテイメント部門で6年連続1位
を受賞！圧巻の“光の王国”も開催。

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回）

9/23
（月・祝）

朝食後…潮待ちの港町・鞆の浦（「日東第一景勝」と謳われた対潮楼・伝建地区
の町並みを現地ガイドがご案内）＝昼食：洋食＝倉敷美観地区（白壁と瓦屋根の
建物が連なる町並みを散策）＝岡山駅　 新神戸駅／新大阪駅（18：30頃着）

9/22
（日）

新大阪駅（8：25頃発）／新神戸駅　 岡山駅＝宇野港　 （約20分）　 直島港
＝ベネッセハウスミュージアム（絵画、彫刻、写真、インスタレーション等の作品観
賞/昼食：和食膳）＝地中美術館（瀬戸内の美しい景観を保つ為、建物全体が地中に
埋設された美術館)＝直島港　 （約20分）　 宇野港＝鞆の浦温泉
☆宿泊：温泉露天風呂付の和モダンなお部屋
☆温泉：名勝“鞆の浦”に湧く良質な温泉
★夕食：目の前に広がる海で上がったばかりの瀬戸内の幸

〈汀邸 遠音近音〉

※旅館のコンセプト上、12歳未満のお子様はご宿泊いただけません。

岡山
広島
2日間

お　ち 　  こ 　 ち

寛ぎのお部屋（一例）

半分が地中に埋まっている「地中美術館」 新鮮で繊細な味わいの夕食

開放的な「汀邸 遠音近音」のテ
ラス

九州一のハウステンボス花火大
会

異国情緒あふれる風車

圧巻のレインボー花火

JRホテルオークラハウステンボス
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日本旅行企画 担当：秋本9-19
～お泊りは75㎡のプレミアムルームをご用意～
“豊の国”大分の味覚満喫 
名湯・別府温泉くつろぎの旅 2日間

大分
2日間

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回）

9/23
（月・祝）

朝食後＝宇佐神宮（全国に4万社余りある八幡様の総本宮を参拝）＝伊美港　 
　 （約20分）　 姫島港＝姫島（昼食：大分の隠れた名物・姫島の車えび。新鮮だ
から味わえる“車えびのしゃぶしゃぶ”料理。昼食後、島内観光）＝姫島港　 伊美
港＝宇佐駅　 小倉駅　 岡山駅／新神戸駅／新大阪駅（20:00頃着）

9/22
（日）

新大阪駅（8:20頃発）／新神戸駅／岡山駅　  小倉駅　 中津駅＝福澤諭
吉旧居・福澤記念館（「学問のすゝ め」を著し日本の近代化に尽力した福澤諭吉の
資料見学）＝筑紫亭（昼食：国登録有形文化財でいただく名物“鱧料理”）＝青の
洞門（菊池寛『恩讐の彼方に』のモデルとなった耶馬溪の景勝地）＝安心院葡萄
酒工房（大分を代表するワインの工場見学、試飲）＝別府・観海寺温泉
☆宿泊：別府の夜景と大自然を望む75㎡のプレミアムルーム
☆温泉：別府八湯の一つ・観海寺温泉の名湯
★夕食：“豊後牛・関さば”をはじめとした日本料理

〈美湯の宿 両築別邸〉

平成30年（2018年）に西国三十三所は草創1300年を迎えました。それ
に伴い、2016年～2020年までの5年間に、各札所で普段は非公開のお

堂や諸尊のご開帳や庭の公開、寺宝の観覧、月1回1札所で特別な御朱印をいただ
く巡礼など草創1300年を記念する行事が多数ございます。特別な年となるこの機
会に西国三十三所の札所を参拝する旅へお出かけください。西国三十三所札所会公
認の先達さんが同行いたします。

旅の
Point

三洋航空サービス 担当：平野9-20
草創1300年記念朱印が授与される
第1回　西国三十三所巡礼の旅　
第一番「青岸渡寺」

和歌山
〈日帰り〉

同行いたします添乗員

２０１９年９月２２日（日） 〈日帰り〉旅行期間

お一人様 29,800円旅行代金

20名（最少催行人数10名）募集人数

紀伊勝浦「万清楼」昼食場所

貸切バス（運行バス会社：日本交通）交通機関

旅行スケジュール月日 （食事：朝0回・昼1回・夕0回）

9/22
（日）

【集合場所：西梅田暫定駐車場　8時出発】
梅田 ＝＜高速道＞＝紀伊勝浦「万清楼」にて昼食＝青岸渡寺・・・熊野那智大
社・那智の滝＝＜高速道＞＝梅田（20:00頃着）

ＪＴＢロイヤルロード銀座大阪店 担当：大田9-21

ラグジュアリーバスで行く美味しい日帰り
大塚国際美術館とランチ

兵庫
〈日帰り〉

同行いたします添乗員

2019年9月22日（日）～23日（月・祝）旅行期間

お一人様 139,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

別府・観海寺温泉／美湯の宿 両築別邸（75㎡プレミアムルーム洋室または和洋室）宿泊施設

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：別府観光バス）

交通機関

かんかいじ

新鮮だから味わえる“車えびのし
ゃぶしゃぶ” 大分の味覚満載の夕食

青の洞門 75㎡のプレミアムルーム

お泊りは名湯別府八湯の
一つ、観海寺温泉「両築別

邸」の75㎡のプレミアルームをご用
意しました。

旅の
Point

“豊の国”大分ならではの豊後の味
覚「中津の鱧」「安心院ワイン」「豊後
牛」「関さば」「姫島の車えび」をご賞
味いただけます。

あ　じ　む

あ　じ　む

かんかいじ

同行いたします添乗員

2019年9月23日（月・祝） 〈日帰り〉旅行期間

お一人様 59,800円旅行代金

10名（最少催行人数6名）募集人数

ホテルリッジ隣接「カリフォルニアテーブル」昼食場所
貸切バス（運行バス会社：ケイエム観光バス）交通機関

旅行スケジュール月日 （食事：朝0回・昼1回・夕0回）

9/23
（月・祝)

大阪駅周辺（西梅田9:00頃発）＝淡路花さじき（サルビアが見頃です）
＝昼食：ホテルリッジ「カリフォルニアテーブル」
＝大塚国際美術館（1時間程度スタッフがご案内。その後自由鑑賞）
＝大阪駅周辺（西梅田18：30頃着）

全席窓側“至福の10席”ラグジュアリーバス「ロイヤルロードプレミアム」の
新車が2019年4月関西エリアを拠点にデビューいたしました。ファースト

クラスのような乗り心地をぜひご体験ください。

旅の
Point

ランチは鳴門海峡を望む大塚グループのホテルリッジ隣接のレストラン「カリフォルニ
アテーブル」にて洋食フルコースをお召し上がりいただき、大塚国際美術館をじっくり
ご鑑賞いただきます。

カリフォルニアテーブルテラス カリフォルニアテーブル料理 ロイヤルロードプレミアム

大塚国際美術館

青岸渡寺 バス座席 シェブラン 中2階タイプ

那智の滝

熊野那智大社

旅行代金に拝観料は含まれていますが、納経、御朱印料は含まれていません。ご希
望の方は当日別途費用として代行を努める添乗員にお渡しください。

※

【予告】　第二回以降は木曜の予定です。
第二回　１０／１７（木）「②紀三井寺」「③粉河寺」「④施福寺」です。

※




