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コース番号 旅行企画・実施

11-1 ～ 11-11

11-12・13

11-14・15

〒556-0016 大阪市浪速区元町1丁目2番2号 井上難波ビル3F
日本旅行企画株式会社 観光庁長官登録旅行業2083号 ANTA正会員

営業時間　平日／9:00～18:00  土／9:00～15:00  日・祝／休み
総合旅行業務取扱管理者：山根全勝　担当：山根・堀川

観光庁長官登録旅行業55号 JATA正会員
営業時間　平日／9:30～17:30  土・日・祝／休み
総合旅行業務取扱管理者：福山光晴　担当：西川・和田

観光庁長官登録旅行業1858号 ANTA正会員
営業時間　平日／10:00～18:00  土／10:00～15:00  日・祝／休み
総合旅行業務取扱管理者：三好克也　担当：三好・平野

0120-06-1131
0120-42-3498
0120-86-3459

〒640-8158 和歌山市１２番丁３１番地

〒658-0072 神戸市東灘区岡本1-7-8

和歌山支店

2020
11月国内

11-1 日本旅行企画 担当：秋本

長野
２日間 1万本のもみじが美しい“もみじ湖”と諏訪湖一望の宿「萃sui-諏訪湖」２日間

月/日

11/7
（土）

旅行スケジュール
新大阪駅(14:50頃発)/京都駅　名古屋駅　塩尻駅　上諏訪温泉
宿泊：2016年にリニューアルした全8部屋の宿
温泉：源泉掛け流しの露天風呂でお寛ぎ下さい
夕食：旬の美味しい食材を信州諏訪らしい調理方法で提供する日本料理“萃の膳”

＜萃sui-諏訪湖＞

11/8
(日)

朝食後　もみじ湖(約1万本のもみじが彩る湖畔やもみじのトンネルを観賞)
高遠城址公園(コヒガンザクラで有名な園内を赤く彩るカエデを観賞)

　伊那（昼食：和食）　塩尻駅　名古屋駅　京都駅/新大阪駅(19:15頃)

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月7日（土）～8日（日）

旅行代金 お一人様 119,000円（2名様1室/45㎡スタンダードルーム）
※75㎡ワイドタイプ客室ご希望の場合、お一人様7,500円追加
※最上階客室ご希望の場合、お一人様20,000円追加
※新大阪駅発着以外ご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

募集人数 12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【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：山谷観光バス）

食事条件 朝1回・昼1回・夕1回

宿泊施設 上諏訪温泉／萃sui-諏訪湖(露天風呂付和洋室)

◎1万本のもみじが赤く彩る隠れた名所“もみじ湖”へご案
内致します。赤く彩るもみじのトンネルは見事です。

◎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。
◎2016年にリニューアルオープンした“萃sui-諏訪湖”にご宿泊。漆喰

と白木のコントラストが美しい、8室だけの特別なお部屋。全室露天
風呂付でプライベートな時間を過ごす事が出来ます。

※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。
※ホテルのコンセプト上、中学生未満の方はご宿泊頂けません。
※客室の露天風呂は寒さや風よけのため窓が付いております。

もみじ湖 もみじのトンネルもみじ湖 もみじのトンネル

諏訪湖一望の宿「萃sui-諏訪湖」諏訪湖一望の宿「萃sui-諏訪湖」

ご夕食（一例）ご夕食（一例）高遠城址公園の紅葉高遠城址公園の紅葉
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11-３ 日本旅行企画 担当：山根

静岡
３日間

月/日
11/21
（土）

旅行スケジュール
新大阪駅（15：43頃発）／京都駅／名古屋駅　静岡駅　静岡市内
夕食：話題のイタリアンコースまたは京都つる家の日本料理           ＜ホテルアソシア静岡＞

11/22
(日)

朝食後　新金谷駅　＜大井川鐡道SL（約80分）昼食：レトロなSL車内で列車旅の醍醐味を
味わう特選弁当＞　千頭駅　＜南アルプスあぷとライン（約60分）＞　閑蔵駅

ビュースポットから「奥大井湖上駅」を眺望　日本平
宿泊：日本平の大自然を望む、広 と々したバルコニー付ツインルーム
夕食：帝国ホテルのシェフも務めた料理長が振舞う、至極のフレンチ        ＜日本平ホテル＞

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月21日（土）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 168,000円（2名様1室）
※新大阪駅発着以外ご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

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】
現地貸切バス（運行バス会社：大鉄観光バス）

食事条件 朝2回・昼2回・夕2回

宿泊施設 静岡市内／ホテルアソシア静岡（洋室）
日本平／日本平ホテル（バルコニー付洋室）

◎情緒あふれる浪漫鉄道「大井川鐡道SL」と渓
谷を行く絶景鉄道「南アルプスあぷとライン」の

両方にご乗車！紅葉に包まれる湖上の絶景秘境駅など鉄
道旅の醍醐味が味わえます。

◎日本観光地百選第１位に選ばれる日本平。眼下に広がる
駿河湾の絶景を望む日本平ホテルに宿泊致します。まる
で美術館に居るような美しい風景と絶好のロケーションで
ゆったりとお寛ぎ下さい。

～ロマン溢れる大井川鐡道SL&あぷとラインの旅～
大好評！湖上に浮かぶ紅葉の秘境駅と「日本平ホテル」３日間

11/23
(月・祝)

朝食後（朝ゆっくりめのご出発）　久能山東照宮（日本平ロープウェイに乗って国宝指定の
社殿を参拝★ガイド付）　日本平夢テラス（隈研吾氏デザインの絶景観光スポット）

昼食：最高のまぐろが食べられる名店「末廣鮨」
　静岡駅　名古屋駅／京都駅／新大阪駅（17：00頃着）

一流シェフが手掛ける贅沢フレンチ
（日本平ホテル料理一例）

一流シェフが手掛ける贅沢フレンチ
（日本平ホテル料理一例）

紅葉に包まれる絶景の秘境駅「奥大井湖上駅」紅葉に包まれる絶景の秘境駅「奥大井湖上駅」

ビューバルコニー付きの客室（日本平ホテル）ビューバルコニー付きの客室（日本平ホテル）情緒あふれるSL列車の旅情緒あふれるSL列車の旅

11-2 日本旅行企画 担当：廣瀬

新潟・長野
３日間

～ちょっと優雅に美食と名湯を楽しむ～
晩秋の上越信州 赤倉観光ホテルと上林温泉仙壽閣 和洋の饗宴３日間

月/日

11/21
（土）

旅行スケジュール
大阪駅(13:40頃発)/新大阪駅/京都駅　金沢駅　上越妙高駅　赤倉温泉
宿泊：自然豊かな風景を見渡せる部屋
温泉：江戸時代開湯の歴史ある赤倉温泉
夕食：ダイニング ソルビエにてフレンチコース ＜赤倉観光ホテル（SPA&SUITE棟）＞

11/22
(日)

朝食後　苗名滝(日本の滝百選に選ばれた落差55mの滝)　昼食：和食　飯山・高橋
まゆみ人形館(人形の世界とむかしの原風景が同時に楽しめる施設)　サンクゼール
本店(フランスの田舎町のような丘からの眺め）　上林温泉
宿泊：上林温泉に佇む昭和初期創業の温泉宿
温泉：長野県内最大級、毎分720ℓの湧出量を掛け流し
夕食：食事処にて地産地消の創作和食懐石      ＜上林ホテル仙壽閣＞

11/23
(月・祝)

★ご希望の方は、朝食後に地獄谷野猿公苑へご案内致します
　（ニホンザルの生態観察ができる野猿公苑【別途料金】）
朝食後　須坂・豪商の館田中本家(江戸期から受け継ぐ名品を鑑賞)　昼食：割烹能
登忠（江戸時代、街道の交差点で栄えた商業の町に健在する老舗の和昼食）
　松本駅　名古屋駅　京都駅/新大阪駅(18:30頃着)

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月21日（土）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 188,000円（2名様1室）
※大阪駅／新大阪駅発着以外ご希望の場合は、
　お問い合わせください。

募集人数 15名（最少催行人数10名）

添  乗  員 同行いたします

交通機関 JR在来線・新幹線【グリーン席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：頸城バス）

食事条件 朝2回・昼2回・夕2回

宿泊施設 赤倉温泉／赤倉観光ホテル（SPA&SUITE棟・露天風呂付テラスルーム・洋室）
上林温泉／上林ホテル仙壽閣（和室）

赤倉観光ホテル アクアテラス赤倉観光ホテル アクアテラス

宿泊のSPA&SUITE棟 部屋（一例）宿泊のSPA&SUITE棟 部屋（一例） 能登忠の昼食（一例）能登忠の昼食（一例）

仙壽閣ロビー仙壽閣ロビー

地獄谷 野猿公苑地獄谷 野猿公苑◎赤倉観光ホテルは妙高山中腹にあり、周辺を国立公園で囲
まれたリゾートホテルです。宿泊の新館・SPA＆SUITE棟に

は幻想的なアクアテラスがあり、客室は各部屋露天風呂とテラスを
備えております。

◎二泊目は1929（昭和4）年開業の上林ホテル仙壽閣。豊富な湯量の
源泉掛け流し温泉と創作懐石のおもてなしが評判のホテルです。
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11-4 日本旅行企画 担当：青地

山口
３日間

～極上の宿と名旅館、萩城下町、元乃隅神社、角島、大寧寺を訪ねる贅沢な旅～
「古稀庵」・「大谷山荘」の源泉掛け流し露天風呂付きで寛ぐ3日間

月/日

11/21
（土）

旅行スケジュール
新大阪駅（15：00頃発）／新神戸駅／岡山駅　新山口駅　〈専用タクシー〉　湯田温泉
宿泊:源泉掛け流しの露天風呂付き!! 温もり溢れる寛ぎのお部屋
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＞

11/22
(日)

朝食後　世界遺産!!萩城下町の散策　昼食：海辺のレストランにてアワビステーキがメイ
ンのフレンチ 元乃隅神社（大人気の日本で最も美しい場所31選）　長門湯本温泉
宿泊: 源泉掛け流しの露天風呂付きプレミアムルーム
温泉:「美肌の湯」とよばれる、肌にやわらかな温泉
夕食:恵まれた山海の幸を使った創作会席                                                     ＜大谷山荘＞

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月21日（土）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 189,000円（2名様1室）
※新大阪駅発着以外ご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

募集人数 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【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）

食事条件 朝2回・昼2回・夕2回

宿泊施設 湯田温泉／古稀庵（露天風呂付き和洋室）
長門湯本温泉／大谷山荘（露天風呂付き和洋室）

◎ご宿泊は、湯量、効能とも名高い湯田温泉に佇む極上の宿「古稀庵」と、長門湯本温泉
の名旅館「大谷山荘」が誇るプレミアムルーム。“2泊ともに源泉掛け流しの露天風呂

付き”ですので、ごゆっくりとお寛ぎ頂けます。
◎白壁と黒板塀の美しい町並みが続く「世界遺産・萩城下町」、青い海と朱色の鳥居が神秘的な
「元乃隅神社」、映画やCMで有名な絶景の地「角島」、大内氏一族により創建された紅葉の名所
「大寧寺」へご案内致します。

11-5 日本旅行企画 担当：青地

山梨
２日間

月/日 旅行スケジュール
新大阪駅（9：40頃発）／京都駅／名古屋駅　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” 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）　もみじトンネルのドライブ　富士河口湖温泉
★旅館から歩いて“スグ”のところで「富士河口湖紅葉まつり」が開催され、“もみじ回廊”や

湖畔周辺の紅葉がライトアップされます!!　
宿泊：ゆとりのある全室広縁付の12.5畳の和室
温泉：河口湖と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会席料理                               ＜秀峰閣湖月＞

11/22
(日)

朝食後　（ホテル送迎バス）　河口湖駅　＜富士山ビュー特急（ななつ星設計の水戸岡氏
が手掛けた観光列車からの眺望をご堪能！ホテルパティシエによる特製スイーツ付き）約45
分乗車＞　大月駅　新宿駅　東京駅　昼食：東京ステーションホテルでのフレンチ
　東京駅　名古屋駅／京都駅／新大阪駅（18：00頃着）

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月22日（日）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 128,000円（2名様1室）
※新大阪駅発着以外ご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

募集人数 14名（最少催行人数8名）

添  乗  員 同行いたします

交通機関 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：ドリーム観光バス）

食事条件 朝1回・昼2回・夕1回

宿泊施設 富士河口湖温泉／秀峰閣湖月（和室）

◎道路を真っ赤に覆う「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

アップは見事な美しさ!! 
◎和の趣に洋の風味を加えた「秀峰閣湖月」。客室･露天風

呂からは素晴らしい富士山と河口湖が望めます。
◎富士山の麓を駆け抜ける「富士山ビュー特急」へご乗車。
「ななつ星in九州」で知られる水戸岡鋭治氏デザインの
列車からの眺望をお楽しみください。

～幻想的な雰囲気を漂わせる秋の一大イベント～
河口湖“もみじ回廊のライトアップ”と富士山ビュー特急２日間

11/23
(月・祝)

11/23
(月・祝)

朝食後　紅葉の名所・大寧寺（大内氏一族により創建された古刹）　CM等でお馴染みの
角島（多くの人が一度は訪れたい!と憧れを抱く絶景の地）　昼食：和食又は洋食
　新山口駅　岡山駅／新神戸駅／新大阪駅（18：30頃着）

古稀庵の広 と々した寛ぎの客室（一例）古稀庵の広 と々した寛ぎの客室（一例）

大谷山荘の和モダンなプレミアムルーム（一例）大谷山荘の和モダンなプレミアムルーム（一例）

日本で最も美しい場所31選「元乃隅神社」日本で最も美しい場所31選「元乃隅神社」角島へ続く長さ1,780mの角島大橋角島へ続く長さ1,780mの角島大橋

※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。

もみじ回廊がライトアップされる「富士河口湖紅葉まつり」もみじ回廊がライトアップされる「富士河口湖紅葉まつり」

1日目の昼食「桜家のうな重」1日目の昼食「桜家のうな重」

眺望が楽しめる「富士山ビュー特急」眺望が楽しめる「富士山ビュー特急」 木目調の「富士山ビュー特急」車内木目調の「富士山ビュー特急」車内
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11-6 日本旅行企画 担当：山根

愛知・三重
２日間

～名店の鰻、日本一のふぐ、最高級松阪牛を堪能～
渥美半島に佇む日本一のふぐの宿「角上楼」に泊まる豪華グルメ紀行２日間

月/日

11/22
(日)

旅行スケジュール
新大阪（9：30頃発）／京都駅　名古屋駅　名古屋城（10年の時を経て完成公開される本丸
御殿）　昼食：うなぎ料理専門の名店「おか冨士」の特上ひつまぶし 滝頭公園（日本有数
の紅葉名所を散策）　渥美半島
宿泊:各部屋で趣の異なる、上品な純和風の寛ぎ空間
夕食:渥美の郷土料理と天然とらふぐを味わう時期最良の会席料理    ＜和味の宿 角上楼＞

11/23
(月・祝)

朝食後　伊良湖港　＜伊勢湾フェリー（約55分）＞　鳥羽港　賓日館（伊勢神宮の賓客た
ちをもてなし、皇族もご利用になった館）　昼食：松阪肉の老舗で伝統の松阪牛すき焼きコ
ース　松阪駅　鶴橋駅／大阪上本町駅／大阪難波駅（16：30頃着）

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月22日（日）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 138,000円（2名様1室）
※露天風呂付客室（別館）ご希望の場合、お一人様5,000円追加
※新大阪駅/大阪難波駅発着以外ご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

募集人数 18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】・近鉄特急【レギュラー車両・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：豊鉄観光バス、和栄観光サービス）

食事条件 朝1回・昼2回・夕1回

宿泊施設 渥美半島／和味の宿 角上楼（本館または別館）

◎約3,000㎡の敷地に、木の香る本館「角上楼」と全室露天風呂付きの「翠上楼」「雲上楼」
の3つの棟が点在する全10室のくつろぎ宿にご宿泊。ご夕食には日本一の水揚げを誇

る天然物の極上とらふぐ会席をご用意。
◎名古屋の名店「おか冨士」のひつまぶし、天然の極上とらふぐ、日本を代表するブランド牛「松阪

牛」のすき焼きを堪能する究極のグルメツアーです。

11-7 日本旅行企画 担当：山根

長崎
２日間

月/日 旅行スケジュール
伊丹空港（10：00頃発）　長崎空港　昼食：老舗料亭「富士松」で日本一の長崎和牛

祐徳稲荷神社（日本三大稲荷の一つに数えられる神社）　彗洲園（紅葉も美しい武
雄の自然に調和した日本庭園）　西海市大島
宿泊：ビューバス&テラス付きの美しく広 と々したツインルーム（55㎡）
夕食：大島の自然の恵みを味わい尽くすフレンチフルコース   ＜オリーブベイホテル＞

11/22
(日)

朝食後　佐世保駅（豪華クルーズバス「海風」に乗車！アテンダントと佐世保を巡りま
す）佐世保駅みなと口発→旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館・セイルタワー→米海軍
基地前→佐世保重工業（SSK）赤レンガ倉庫（第4ドッグ）→船越展望所→九十九島パ
ールシーリゾート→佐世保駅みなと口着　昼食：月ごとに異なる新鮮な活き造り会席
コース チャイナオンザパーク(宮内庁御用達の有田焼の窯元)
　長崎空港　伊丹空港（18：40頃着）

旅行期間 2020年11月22日（日）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 158,000円（2名様1室）
※伊丹空港発着以外ご希望の場合は、お問い合わせください。 

募集人数 14名（最少催行人数10名）

添  乗  員 同行いたします

交通機関 航空機
現地貸切バス（運行バス会社：祐徳自動車）

食事条件 朝1回・昼2回・夕1回

宿泊施設 西海市大島／オリーブベイホテル（洋室）

～西海市大島に佇むラグジュアリーホテルに滞在～
九州西端の最高級リゾート「オリーブベイホテル」と秋の長崎２日間

11/23
(月・祝)

※ホテルのコンセプト上、小学生未満のお子様はご宿泊頂けません。

名古屋名物・絶品ひつまぶし名古屋名物・絶品ひつまぶし

松阪牛のすき焼き松阪牛のすき焼き

角上楼の客室一例（萩）角上楼の客室一例（萩）

天然の極上とらふぐ会席天然の極上とらふぐ会席

 旅の
Point ◎九州の西端、長崎県西海市大島に佇むラグジュアリーリゾート「オリーブベイホテ

ル」にご宿泊。絶景のロケーションに囲まれた知る人ぞ知る大人のリゾートでゆっく
りとお過ごしください。世界的建築家「隈 研吾」氏が設計した美しいデザインと人々を魅了する
おもてなし、絶品のフレンチなどここでしか味わえない贅沢が待っています。

◎長崎の港まちを走る豪華バス「海風」に乗車！（混載バス）日本遺産認定の構成文化財などを専
属のアテンダントの案内で巡ります。※海風のご乗車は2日目観光時のみです。その他は通常
の貸切バスでの運行です。

日本三大稲荷「祐徳稲荷」日本三大稲荷「祐徳稲荷」

大好評のフレンチ（夕食）大好評のフレンチ（夕食）

大島のリゾートホテル「オリーブベイホテル」大島のリゾートホテル「オリーブベイホテル」

広 と々したラグジュアリールーム広 と々したラグジュアリールーム

佐世保を巡るクルーズバスに乗車！佐世保を巡るクルーズバスに乗車！
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11-8 日本旅行企画 担当：山根

大分
２日間

～お酒好きには堪らない！九州・大分を満喫し尽くす旅～
別府温泉「AMANE RESORT 晴海」と美酒・美食をめぐる豊後の国２日間

月/日

11/22
(日)

旅行スケジュール
伊丹空港(10：20頃発)　大分空港　昼食：地産地消の絶品会席料理

安心院葡萄酒工房(霧深い盆地で育つ芳醇な葡萄を醸造するワイナリー)　別府温泉
宿泊：露天風呂付&オーシャンビューの開放感ある客室
温泉：客室・大浴場、全てが源泉掛け流しの別府温泉
夕食：海辺の宿ならではの、新鮮な海の幸を使った絶品海鮮料理

＜AMANE RESORT 晴海＞

11/23
(月・祝)

朝食後　天領日田洋酒博物館(洋酒好きのマスター自慢のコレクションと知識はまさに洋
酒の“博物館”)　昼食：2018年ミシュラン特別版にも掲載された和食処「花門」の懐石料理

薫長酒館(大分県天領日田の豊かな水と匠の技で、極上の酔い心地へと誘う“薫長”の酒蔵)
　福岡空港　伊丹空港(18：45頃着)

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月22日（日）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 138,000円（2名様1室）
※伊丹空港発着以外ご希望の場合は、お問い合わせください。

募集人数 14名（最少催行人数10名）

添  乗  員 同行いたします

交通機関 航空機
現地貸切バス（運行バス会社：亀の井バス）

食事条件 朝1回・昼2回・夕1回

宿泊施設 別府温泉／AMANE RESORT 晴海（露天風呂付洋室）

◎1日目は、大分の霧深い盆地「安心院」で芳醇なワインを作る「安心院葡萄工房」にて
ワイナリー見学や試飲、お買物をお楽しみ頂けます。

◎お宿は、全客室露天風呂付(源泉かけ流し温泉)&テラス付オーシャンビュー、海辺の宿ならでは
の新鮮な海の幸を満喫する「AMANE RESORT 晴海」で、ゆっくりとした優雅な時間をお過ごし
いただけます。

◎2日目には、洋酒好きのマスターが自ら集めた2万点ものコレクションを展示する「天領日田洋酒博
物館」と天領日田の豊かな水に伝統の技で作り上げる清酒や焼酎の酒蔵「薫長酒館」へご案内。

11-9 日本旅行企画 担当：佐野

静岡
２日間

月/日 旅行スケジュール
新大阪駅（7：15頃出発）／京都駅／名古屋駅　掛川駅　葛城ゴルフ倶楽部

「葛城ゴルフ倶楽部 宇刈コース」にて１ラウンド ※スループレー
【プレー費別途・キャディ付・乗用カート付】
宿泊：開業より多くのVIPをお迎えしてきた古築建美を楽しむ木造建築ホテル
浴場：露天風呂、ミストサウナなどリフレッシュできる開放的な大浴場完備
夕食：遠州灘・駿河湾で獲れた海産物をメインに調理長オリジナルの日本料理
名杜氏が作った日本酒をご用意。ソムリエが料理に合ったワインをセレクトします

＜葛城北の丸＞

11/22
(日)

朝食後、隣接のゴルフ場へ。「葛城ゴルフ倶楽部 山名コース」にて１ラウンド※休憩有
2019年4月 日本女子プロトーナメント【ヤマハレディースオープン葛城】開催コース

【プレー費別途・キャディ付・乗用カート付】
プレー終了後　掛川駅　名古屋駅／京都駅／新大阪駅（19：00頃着）

旅行期間 2020年11月22日（日）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 99,000円（2名様1室）【プレー費別途】
※新大阪駅発着以外ご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

募集人数 16名（最少催行人数8名）

添  乗  員 同行いたします

交通機関 ＪＲ新幹線【グリーン席・禁煙車】

食事条件 朝1回・昼0回・夕1回

宿泊施設 袋井／葛城北の丸（洋室）

日本庭園のような美しいコースと毎回好評頂く日本料理が魅力！
美味ご馳走！静岡グルメと名門トーナメントコース「葛城北の丸」２日間

11/23
(月・祝)

※ツアーコンセプト上、未成年の方はご参加頂けません。

 旅の
Point ◎11年連続でトーナメントを開催し、かつての賞金王も

所属。全国でも高い評価を受ける名門コース。幾多の
名勝負が繰り広げられた大胆かつ繊細な設計が魅力です。

◎「葛城北の丸」は今もなおゴルファーを癒す上品で静かな空間。
プレー後も日本庭園や美味しい食事でリラックスした至福の時
間が過ごせます。コースも宿泊施設に隣接、ゴルフバッグの移動
も無く、新幹線１本でラクラク♪

「AMANE RESORT 晴海」の優雅なひととき「AMANE RESORT 晴海」の優雅なひととき

天領日田洋酒博物館(館長)天領日田洋酒博物館(館長) 大分の美酒を満喫！大分の美酒を満喫！

※コースが１日目と２日目と入れ替わる場合がございます。

贅沢な古民家風の癒し空間贅沢な古民家風の癒し空間

「北の丸」静岡会席「北の丸」静岡会席

春のトーナメント開催の山名コース春のトーナメント開催の山名コース

伝統美と豪快さが自慢の心地よい大浴場伝統美と豪快さが自慢の心地よい大浴場

「AMANE RESORT 晴海」リゾート客室「AMANE RESORT 晴海」リゾート客室
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11-10 日本旅行企画 担当：青地

京都
日帰り

～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～
ミシュラン２つ星!! 『美山荘の摘草料理』と紅葉燃ゆる“世界遺産 高山寺”

月/日

11/15
(日)

旅行スケジュール
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 ★椅子席ご利用)

京都駅八条口 18：00頃着・梅田 19：00頃着

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月15日（日） ＜日帰り＞

旅行代金 お一人様 38,800円

募集人数 25名（最少催行人数12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：KR観光バス）

食事条件 朝0回・昼1回・夕0回

昼食場所 京都花背／美山荘（椅子席）

◎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”へご案内致します。

◎「ミシュランガイド京都・大阪2020」でも2つ星受賞の『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下さい。

11-11 日本旅行企画 担当：青地

京都
日帰り

～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～
ミシュラン３つ星受賞!! 『菊乃井本店』、紅葉の“東福寺”と秋季特別公開

※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。

「美山荘」の若女将と当主：中東 久人氏「美山荘」の若女将と当主：中東 久人氏

紅葉燃ゆる、世界遺産「高山寺」紅葉燃ゆる、世界遺産「高山寺」

2020年 ミシュラン2つ星受賞の「美山荘」2020年 ミシュラン2つ星受賞の「美山荘」

美しさが際立つ“摘草料理”美しさが際立つ“摘草料理”

月/日

11/22
(日)

旅行スケジュール
梅田 8：00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）
高台寺（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）
ミシュラン3つ星“菊乃井本店”（昼食：一期一会のおもてなし京懐石★高座椅子ご利用）
世界遺産 東寺（五重塔初層の秋季特別公開、金堂、講堂の拝観）

梅田 18：30頃着

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月22日（日） ＜日帰り＞

旅行代金 お一人様 38,800円

募集人数 40名（最少催行人数12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：イワサバス）

食事条件 朝0回・昼1回・夕0回

昼食場所 京都東山／菊乃井本店（高座椅子席）

◎京の紅葉名所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秀吉ゆかりの「高台寺」。 “五重塔

初層が秋季特別公開”される「世界遺産 東寺」へご案内致します。
◎2020年度もミシュラン3つ星受賞の『菊乃井本店』。創業は大正元年。

伝統を重んじながら、新しい息吹を吹き込む京懐石をご用意。美味し
いお酒もすすんで、優雅で上質な時間をお過ごしください。

※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。

紅葉が覆う「東福寺の通天橋」紅葉が覆う「東福寺の通天橋」

ミシュラン3つ星受賞「菊乃井本店」の当主：村田吉弘氏ミシュラン3つ星受賞「菊乃井本店」の当主：村田吉弘氏

世界遺産「東寺」の五重塔世界遺産「東寺」の五重塔豊臣秀吉ゆかりの「高台寺」豊臣秀吉ゆかりの「高台寺」
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11-12 名鉄観光サービス 担当：西川

三重
２・３日間

伊勢の極上リゾート「いにしえの宿 伊勢 伊久」で過ごす
プレミアムな休日 ２日間／３日間

月/日

11/21
(土)

旅行スケジュール
大阪難波駅・上本町駅・鶴橋駅　[近鉄特急：デラックスシート]　伊勢市駅・宇治山田駅・鳥羽駅
＊ご希望の駅・時間帯で手配させていただきます。 ＊昼食はフリー
＊夕食は、伊勢志摩の上質な食材を吟味した和懐石料理をどうぞ。メインの料理を松坂牛または伊
勢海老よりお選びいただけます。                                                      ＜いにしえの宿　伊勢 伊久＞

11/22
(日)

ホテルレストランにて朝食（和洋お選びいただけます）
＊終日フリータイム、昼食はフリー
＊ご希望の方にはオプション手配承ります [別途料金]観光・ゴルフなどでお楽しみ下さい。
＊夕食は、前日とは違った懐石料理。                                                 ＜いにしえの宿　伊勢 伊久＞

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月21日（土）～23日（月・祝）
※ 1泊プランも承ります。

旅行代金 お一人様 158,000円（2名様1室）

募集人数 4名（最少催行人数2名）

添  乗  員 同行いたしません

交通機関 近鉄特急（デラックスシート）

食事条件 朝2回・昼0回・夕2回

宿泊施設 いにしえの宿　伊勢 伊久
和ツイン ３０㎡  客室露天風呂・シャワーブース付

◎内宮までゆっくり歩いて１５分の全室露店風呂付のお宿 いにしえの宿 伊勢 伊久。
　夕食は、伊勢志摩の海の幸と山の幸を吟味した料理長自慢の懐石料理をお愉しみ下さい。

11/23
(月・祝)

ホテルレストランにて朝食（和洋お選びいただけます）
＊出発までフリー ＊昼食はフリー
鳥羽駅・宇治山田駅・伊勢市駅　[近鉄特急：デラックスシート]　鶴橋駅・上本町駅・大阪難波駅
＊ご希望の駅・時間帯で手配させていただきます。

ホテル外観ホテル外観

料理の一例料理の一例

露天風呂露天風呂

お部屋（一例）お部屋（一例）

お部屋（一例）お部屋（一例）

11-13 名鉄観光サービス 担当：西川

兵庫
２・３日間

名鉄観光の特選宿泊プラン 淡路島の極上リゾートホテル
HOTEL ANAGAで泊まるプレミアムな休日 ２日間／３日間

月/日

11/21
(土)

旅行スケジュール
お客様自身でホテルへ（別途有料にて交通手配も承ります） 昼食はフリー
夕食は、日本料理「鮨・阿那賀」にて近海の魚介や淡路牛、島の野菜を使った季節の鮨懐石をどうぞ。

＜HOTEL ANAGA＞

11/22
(日)

ホテルレストランにて朝食。和食又は洋食をお選びいただけます。
終日フリー（淡路島・四国などの観光又はゴルフなどでお楽しみ下さい）　
昼食はフリー
夕食は「カドー・ドゥ・ラ・メール」にて地元素材を使った淡路島ならではのフレンチをどうぞ。

＜HOTEL ANAGA＞

 旅の
Point

旅行期間 2020年11月21日（土）～23日（月・祝）
※ 1泊プランも承ります。

旅行代金 お一人様 138,000円（2名様1室）

募集人数 4名（最少催行人数2名）

添  乗  員 同行いたしません

交通機関 お客様自身でホテルへ。
ご希望の方には交通手配を承ります。（別途有料）

食事条件 朝2回・昼0回・夕2回

宿泊施設 HOTEL ANAGAスイートルーム（2名様1室：７８㎡）連泊

◎全室海に面した島のオーベルジュHOTEL ANAGA。１日目は人気の鮨会席、２日目はシェフ自
慢のフレンチ、四季の新鮮な海の味覚をスイートルームとともにお愉しみ下さい。

11/23
(月・祝)

ホテルレストランにて朝食。和食又は洋食をお選びいただけます。
観光・昼食はフリー
お客様自身で帰路へ（別途有料にて交通手配も承ります）

鮨会席（一例）鮨会席（一例）フレンチレストラン「カドー・ドゥ・ラ・メール」フレンチレストラン「カドー・ドゥ・ラ・メール」

ホテル外観ホテル外観

フレンチ（一例）フレンチ（一例）

お部屋（一例）お部屋（一例）
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11-14 三洋航空サービス 担当：平野

和歌山
日帰り 歩く旅　初めての熊野古道　おすすめウォーキング

月/日

11/3
(火・祝)

旅行スケジュール
梅田：大和ハウス工業前　午前８時30分出発予定　　　　
梅田　＜高速道・田辺経由＞　世界遺産センター（お弁当の昼食）　熊野古道

（発心門王子・・水呑王子・・伏拝王子・・三軒茶屋跡・・祓跡王子・・・熊野本宮大社・・・大斎原）
※１ 現地ウォーキングガイドと歩きます。
※２ 歩行距離 ７ｋｍ、歩行時間 約２時間、所要時間 約3時間
　梅田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旅行期間 2020年11月3日（火・祝） ＜日帰り＞

旅行代金 お一人様 18,800円

募集人数 20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：東豊観光バス）

食事条件 朝0回・昼1回・夕0回

11-15 三洋航空サービス 担当：平野

香川
２日間

島旅 味わうもろみの島宿「島宿真里」に泊まる
紅葉まっさかり 朝一番にご案内「寒霞渓ロープウェイ」 ２日間

月/日

11/22
(日)

旅行スケジュール
新大阪駅 9時30分 集合予定 ※京都駅からお乗り頂けます。　
新大阪駅　姫路駅　（タクシー移動）　姫路港　（船内にて「西村屋白鷺館」のお弁当）　小豆島・福田港

ヤマロク醤油（桶仕込みの蔵見学）　二十四の瞳映画村見学　旅館 16:30予定
＜小豆島「島宿真里」＞

11/23
(月・祝)

旅館にてご朝食
旅館（１０時出発）　寒霞渓ロープウェイ（紅葉に染まる渓谷美と瀬戸内海眺望見学）

中山千枚田（車窓）　四方指展望台（小豆島唯一の高原。寒霞渓の紅葉とは違った紅葉をお楽しみください）
井上誠耕園「ファームズテーブル忠左衛門」にて新漬けオリーブを味わうランチ

　福田港　姫路港　姫路駅　新大阪駅 18:00予定

旅行期間 2020年11月22日（日）～23日（月・祝）

旅行代金 お一人様 99,000円（2名様1室）
※貴賓室をご希望の場合、お一人様4,400円追加

交通機関 山陽新幹線【グリーン車、禁煙席】
小豆島フェリー
現地貸切バス（運行バス会社：小豆島交通）

食事条件 朝1回・昼2回・夕1回

宿泊施設 小豆島温泉「島宿真里」（源泉掛け流し温泉付客室）

 旅の
Point ◎熊野本宮大社の神域の入口と

される「発心門王子（ほっしん
もんおうじ）」から熊野本宮大社へのコー
ス。ゆるやかな下りで道幅も広く、休憩所
なども整備され、石畳の残る古道や棚田
や茶畑が美しい集落の中の道など、雰囲
気も良い熊野古道人気№１の歩きやすい
人気コースです。 熊野道沿いの道祖神熊野道沿いの道祖神

昼食のお弁当（一例）昼食のお弁当（一例）

杉木立の山道杉木立の山道

熊野道 発心門王子熊野道 発心門王子

 旅の
Point ◎日本三大渓谷美のひとつとして小豆島が誇る景勝地「寒霞渓」。５０種以上の紅葉植物が赤く

黄色く彩られる切り立った渓谷をロープウェイからお楽しみ下さい。
◎古きと新しきを融合した趣きある宿「島宿真里」はそれぞれに異なる８つの客室と文化財の古民家をリノ

ベーションしたお食事処「母屋」は、どこか懐かしい趣。ご夕食は、厳選した瀬戸内の幸と採れたての畑野
菜を、醤の香りで味わっていただく「醤油会席」をお召し上がり下さい。

客室（一例）客室（一例）

お食事（一例）お食事（一例）

ロープウェイから臨む寒霞渓の紅葉ロープウェイから臨む寒霞渓の紅葉

募集人数 10名（最少催行人数6名）

添  乗  員 同行いたします
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