2016-2017 年

冬号
旅行設定１２月～４月

M249
関西
３日間

日本三名鐘「三井の晩鐘」を撞く大晦日除夜の鐘
東本願寺「渉成園・臨池亭」でお正月御膳
～浄瑠璃寺・薬師寺の特別公開と熱田神宮初詣～

出発日

【東本願寺・渉成園でおせち精進】

12/31（土）

徳川慶喜も訪れた通常非公開の「東本願寺渉成園」
でおせち精進の昼食をご用意。更に、僧侶のご案内
付でめぐる東本願寺初詣へご案内。
本願寺初詣

旅のポイント
❶日本三名鐘「三井の晩鐘」を撞く除夜の鐘
❷東本願寺で僧侶のご案内付の初詣
❸世界遺産「薬師寺」国宝の特別公開
❹「浄瑠璃寺」正月の特別御開帳参拝
❺なばなの里で大晦日のイルミネーション
❻恒例の年越しそば＆助六寿司の軽食付！

Ｍ250
千葉
夜行日帰り

旅行代金（お１人様）

【浄瑠璃寺の御開帳】
重要文化財の吉祥天女像
お正月限定秘仏御開帳！
薬師寺でも特別公開有り

２名１室

５９，８００円

募集：40 名
最少催行：20 名
1 名様：個室可

＊１泊目はシングルルームのみ対応
＊２泊目/１名１室 2,000 円増
各地～水戸ＩＣ（12：00）＝なばなの里/大晦日のイルミネーション＝三井寺/日本
１
三名鐘「三井の晩鐘」を撞く除夜の鐘＝南草津（泊/24：30 頃着） 食事： × 弁 年越しそば
南草津＝東本願寺・初詣/僧侶のご案内で非公開エリア参拝（予定）と通常は
２ 非公開の「渉成園・臨池亭」でおせち精進御膳の特別昼食＝世界遺産薬師寺/新
春法話と特別公開＝奈良市内（泊）*ならまち散策など自由夕食
朝昼×
奈良＝浄瑠璃寺/正月のみ公開の福徳の神「吉祥天女像」御開帳＝
３
天むす弁当昼食＝熱田神宮初詣＝水戸ＩＣ（19：15 頃）～各地
朝弁×
宿泊：①南草津 「アーバンホテル南草津」（洋室/シングルルームのみ）
②奈良市内「奈良ワシントンホテルプラザ」（洋室）

気軽に近場で初日の出！成田で年越しそば付

Ｍ252
東京
夜行日帰り

2 段ベッド利用フェリーで快適！島で迎えるお正月

成田山新勝寺で二年参り
犬吠埼の初日の出＆鹿島神宮初詣
募集：40 名
旅行代金（お１人様） 12,800 円
出発日 12/31（土）
最少催行：20 名

伊豆大島から望む「波浮の初日の出」
＆三原山と大島周遊～大島温泉昼食・入浴付～
募集：40 名
旅行代金（お１人様） 27,900 円
出発日 12/31（土）
最少催行：20 名

1/水戸ＩＣのみ乗車（21：30）＝成田山/年越しそば・新勝寺で二年参り＝2/犬吠埼・
初日の出＝鹿島神宮/初詣＝水戸ＩＣのみ（11：45 頃）
食事：夕/年越しそば 朝弁 昼×

1/各地～水戸ＩＣ（19：00）＝竹芝桟橋（22：00 発）～東海汽船/特２等ベッド指定～2/大島＝波浮海岸/初日の出＝波浮見晴らし台＝三原山
山頂＝大島自然公園＝椿花ガーデン＝大島温泉ホテル（昼食・入浴）＝水戸ＩＣ（21：30 頃）～各地 食事：夕/年越しそば 朝弁 昼○

三原山＆島周遊
成田山新勝寺・二年参り 犬吠埼で日本一早い初日の出 常陸国鹿島神宮で初詣 洋上に浮かぶ伊豆大島・初日の出
年越しそば付！賑わう成田山

本州で一番に日の出を拝めます

近くても歴史深い鹿島神宮へ どこまでも続く水平線や伊豆七島の絶景

0120-317055

三原山や島内周遊
観光の後は、大島
温泉ホテルで昼食と
入浴も楽しめます

月～金 9：00～17：30／土・日・祝 休業
＊本パンフレットの写真は全てイメージです

～九州三名社詣りで新年のご利益祈願～

【ハウステンボス花と光の王国】
光の宮殿、光のアートガーデン、噴水と運河、光の滝などハウステンボス全てが光輝く様々
なイルミネーションとライトアップをお楽しみ下さい。宿泊はハウステンボス玄関口で便利

【年始のお参り旅】大浴場付「ホテル日航ハウステンボス」＆博多中洲エリアに宿泊
M253
九州
３日間

宝くじが当たるかも！？唐津高島の「宝当神社」
「祐徳稲荷神社」・世界遺産暫定リストの「宗像大社辺津宮」

九州三名社詣り＆ハウステンボス「光の王国」
博多中洲屋台体験と唐津・長崎・八幡・門司・太宰府

出発日

１/１０（火）

旅行代金（お１人様）

２名１室

78,800 円

募集：25 名
最少催行：15 名
1 名様：個室可

＊１名１室 5,000 円増
＊3 名様は 2 部屋利用受付
＊2 泊目のツインルームは先着、その後はシングルルーム受付
各地～水戸ＩＣ（7：30）＝茨城又は羽田✈福岡＝唐津～高島/宝当神社（唐津湾に浮かぶ島
１
の金運神社参拝＝ハウステンボス（泊）*光の王国イルミネーションへ
食事： × 軽 ×
ハウステンボス＝長崎・南山手地区（グラバー園・大浦天主堂）＝ちゃんぽんの昼食＝カステラ
２
工場＝祐徳稲荷神社/日本三大稲荷＝博多・中洲地区（泊）*中洲屋台など自由夕食 朝 昼 ×
博多＝宗像大社・辺津宮/世界文化遺産暫定リスト入りした宗像三女神を祀る神
３ 社＝世界遺産/八幡製鉄所旧本事務所の外観＝門司港レトロ＝太宰府天満宮
詣で＝福岡✈茨城又は羽田＝水戸ＩＣ（21：30 頃）～各地
朝昼×
宿泊：①ハウステンボス「ホテル日航ハウステンボス」（洋室・大浴場付）
②福岡・中洲地区 「ホテルエクレール博多」又は同等クラス（洋室）

❶初企画！九州の三名社＆大宰府天満宮初詣
世界遺産暫定リストの「宗像大社・辺津宮」参拝
❷金運向上で話題の船で行く唐津高島上
「宝当神社」宝くじが当たりますように！
❸世界最大級 1,300 万球光の輝き
「ハウステンボス花と光の王国」たっぷり観賞
❹ハウステンボスエリアの大浴場付ホテル
❺博多屋台に行ってみよう！中洲地区宿泊

【九州の郷土グルメ昼食】
長崎は名店の皿うどんと
ちゃんぽんをご用意。海鮮の
旨味たっぷりの郷土料理。
門司港では人気の焼きカレー
をご賞味下さい。

宿泊/１泊目 ハウステンボス ２泊目 博多・中洲地区
「ホテル日航ハウステンボス」 「ホテルエクレール博多」
ハウステンボスに隣接する
大浴場付の快適なホテル
お好きな時にお出かけＯＫ

女性フロアもある清潔感溢れるシ
ティホテル。中洲屋台エリアも
すぐ！夜の博多を楽しみましょう
美と健康を
テーマにした
朝食も好評

【名古屋グルメマップ付自由夕食】
名古屋を中心とする中京圏が発祥の食文化
で、八丁味噌や名古屋コーチンなど郷土の
食材をつかった料理店が繁華街に集まりま
す。味噌カツ、手羽先、きしめん、ひつまぶ
し、味噌煮込みうどんなどなど。魅力溢れる
名古屋めしを楽しむためにあえての自由食

新
年
の
旅

【毎年恒例・新年のお伊勢参り】名古屋市内・大浴場付ホテルに宿泊！
M257
三重
愛知
２日間
出発日

1/12（木）

安心のグルメマップ付！郷土料理を楽しめる名古屋に宿泊

日本最大級「なばなの里・ウィンターイルミネーション」
伊勢神宮「外宮・内宮」両参り初詣
旅行代金（お１人様）

１～２名１室

29,800 円

＊１名１室も嬉しい同料金 ＊３名様はﾂｲﾝとシングル利用

募集：４０名
最少催行：２４名
1 名様：個室可

各地～水戸ＩＣ（10：00）＝なばなの里・イルミネーション＝名古屋（泊）
*19：30 頃名古屋到着（自由夕食・名古屋グルメマップ付で安心）
食事：× 軽 ×
名古屋＝伊勢神宮・外宮（衣食住の神様）＝伊勢神宮・内宮（参拝）＆おかげ横丁散策・
２
自由昼食＝（帰路軽食付）＝水戸 IC（21：00 頃）～各地
朝×軽
宿泊：名古屋市内「アパホテル名古屋栄」（洋室・大浴場付）
１

Ｐ２

旅のポイント

旅のポイント
❶恒例のお伊勢参りの旅！外宮・内宮の両参り
❷毎年テーマが変わる「なばなの里イルミネーション」
❸名古屋グルメを楽しむ名古屋市栄地区宿泊で自由夕食
❹おすすめのお食事処をご案内、グルメマップをご用意
❺おかげ横丁で伊勢うどんなど自由食 ❻帰路軽食付

宿泊/名古屋・栄地区「アパホテル名古屋栄」
展望大浴場＆露天風呂完備の名古屋繁華街「栄地区」に建つ快適な
シティホテル。
朝食バイキングも
充実で観光目的の
お客様にもご好評を
いただいています

0120-317055

わくわく！仙台楽天 kobo スタジアム・キリンビール・海鮮せんべい・笹かま工場見学
M246
宮城
２日間

宮城で人気「大人の社会見学」を楽しもう♪
奥州三名湯秋保温泉「ホテル華乃湯」に宿泊

仙台光のページェント＆松島焼カキ食べ放題クルーズ

出発日

旅行代金（お１人様）

12/21（水）

４～５名１室

*３名１室ひとり 1,000 円増
*２名１室ひとり 2,000 円増
*１名１室（洋室）2,000 円増

２４，８００円

募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：個室可（洋室利用）
各地～那珂ＩＣ（8：30）＝仙台杜の市場/自由昼食＝キリンビール仙台工場/見学＝楽天 kobo
１
スタジアム見学＝仙台光のページェント（17：30～18：30 頃）＝秋保温泉（泊） 食事： 朝 × 夕
秋保温泉＝松島焼カキクルーズ（約３０分食べ放題）…松島散策＝海鮮せんべい
２
塩釜/見学＝笹かま工場/見学＝那珂ＩＣ（17：15 頃）～各地
朝 カキ ×
宿泊：秋保温泉 「ホテル華乃湯」（和室）
旅のポイント
宿泊/秋保温泉 源泉 100％かけ流し
❶年末の好評企画！一年の締めに忘年会ツアー
「ホテル華乃湯」

❷４つの湯殿で湯めぐり名湯秋保温泉宿泊
❸仙台光のページェントも見学できます
❹満腹満足！松島焼カキ食べ放題クルーズ
❺初企画！楽天スタジアムの特別見学
❻ビール・海鮮せんべい・笹かま工場見学

三河湾を望むリゾートホテルに宿泊！12 月はクリスマスディナーをご用意
M247
愛知
２日間

大注目イルミネーション「蒲郡ラグーナテンボス」＆
ふくろうのアイドル「ポポちゃん」に出逢う掛川花鳥園

～焼津まぐろ・ひつまぶし・いちご狩り～わくわく三河路の旅

出発日

旅行代金（お１人様）

12/22（木）
1/29（日）

４名１室

３５，８００円

募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：相部屋又は個室も可

*３名１室ひとり 1,000 円増
*２名１室ひとり 2,000 円増
*１名１室ひとり 7,000 円増

各地～水戸ＩＣ（7：30）＝焼津まぐろ昼食＝掛川花鳥園/話題の人気者ふくろう「ポポちゃん」に
逢える＝豊橋（泊） *早めの夕食後、「ラグーナテンボス・イルミネーション」へ 食事： 朝 昼 夕
豊橋＝いちご狩り＝八丁味噌蔵見学・試食＝岡崎/名物ひつまぶし昼食＝
２
＝水戸ＩＣ（19：20 頃）～各地
朝昼×
宿泊：豊橋 「ホテルシーパレスリゾート」（洋室又は和室/大浴場付）
１

宿泊/豊橋「ホテルシーパレスリゾート」
三河湾を望む立地で大浴場付の宿

【三河路ぐるめ旅】
焼津のまぐろ丼
岡崎のひつまぶし膳
蒲郡のいちご狩り
ビィーフリー自慢の
ぐるめ旅を満喫

旅のポイント

❶あのハウステンボスと姉妹施設になった！
「ラグーナテンボス」のイルミネーション
❷三河湾を望む大浴場付リゾートホテル
❸12 月はクリスマスディナーをご用意
❹今話題のふくろう「ポポちゃん」に逢える
❺焼津まぐろ・ひつまぶしなどグルメ満載

移転する前に！東京都中央卸売市場「築地市場」に行っておこう
M248
東京
２日間

伝統の名門ホテル「帝国ホテル」に宿泊！
お台場夜景ミニクルーズ・六本木・丸の内のイルミネーション

「煌めきの東京ダイヤモンド＆横浜クリスマス物語」

出発日

12/20（火）

【帝国ホテルで嬉しい選べる朝食付】
①憧れの「なだ万」和食、②ふわトロオ
ムレツが自慢の洋食、③人気のインペリ
アルサールバイキング、④ルームサービ
スの洋食、４つの中からお好きな朝食
タイプをお選びいただけます。

旅行代金（お１人様）

２～３名１室

２６，９００円

*１名１室
11,000 円増
*３名１室は数に限りがあります。
お早目にお問合せ下さい。

募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：相部屋又は個室も可
各地～水戸ＩＣ（9：30）＝築地市場/自由昼食＝クリスマスの雰囲気が溢れる
お台場散策～【水上バスでお台場夜景ミニクルーズ約 30 分】～日の出桟橋＝
１
＝東京タワーの車窓＝六本木ヒルズイルミネーション＝日比谷（泊） 食事：軽 × ×
＊ホテルチェックイン後、（18：30 頃）丸の内イルミネーションや自由夕食など散策へ
日比谷（10：00 発予定/なだ万の和食や洋食、バイキングからお好みの朝食を
２ お選びください）＝横浜赤レンガ倉庫/クリスマスマーケット＝横浜元町・山手
地区・中華街自由散策/自由昼食＝水戸ＩＣ（17：30 頃）～各地
朝××
宿泊：東京都日比谷 「帝国ホテル」（洋室/インペリアルタワー利用）
旅のポイント
宿泊/「帝国ホテル」（インペリアルタワー）

冬
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ト
・
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❶憧れの帝国ホテルに宿泊してみましょう！
❷お台場・六本木・丸の内のイルミネーション
❸ホテル朝食は和・洋・バイキングから選べます
❹赤レンガ倉庫や元町など横浜散策

Ｐ３

【久米島の海に浮かぶ東洋一の砂浜の島「はての浜」】
青い海と白い砂だけの世界！ここが日本だということを忘れてしまう程の絶景です。
船でしかいけない砂州の島だからもちろん無人島。ビーチサンダルレンタルもあります。
M258
沖縄
３日間

真っ白な砂浜の無人島「はての浜」に上陸

美しき癒しの離島「久米島」
今帰仁城跡＆本部八重岳の桜まつり

出発日

旅行代金（お１人様）

２～４名１室 １２９，８００円

１/３０（月）

*１名様は相部屋受付可
１名様１室は 9,000 円増

添乗員：同行/募集：24 名/最少催行：10 名/1 名様個室可
各地～水戸ＩＣ（5：15）＝羽田✈那覇✈久米島＝国天然記念物・五枝の松
１ ＝おばけ坂＝ミーフガー/奇岩＝比屋定バンタ/断崖の絶景＝真謝の
チュラ福木（車窓）＝奥武島の畳石＝久米島（泊）
食事： 朝 × 夕
久米島＝船でしか行けない美しき砂州の島「はての浜」上陸観光＝
２ 久米島の昼食＝久米島✈那覇＝感動の青い海/橋で渡れる離島「古宇利
島」＝日本一早咲き寒緋桜「今帰仁グスク桜まつり」＝今帰仁（泊） 朝 昼 夕
今帰仁＝比較的すいている朝一番にご案内「沖縄美ら海水族館（約 120 分）」
３ ＝本部八重岳桜まつり/約７０００本の寒緋桜＝沖縄料理の昼食＝
＝那覇✈羽田＝水戸 IC（21：15 頃）～各地
朝昼×
宿泊：①久米島 「リゾートホテル久米アイランド」
②今帰仁 「リゾートホテル・ベル・パライソ」

飛
行
機
の
旅
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元
発
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旅のポイント
❶今注目の沖縄離島「久米島」にひとっ飛び
❷東洋一のサンゴでできた真っ白な砂州の島！コバルトブルーの海に浮かぶ「はての浜」
❸久米島ぐるり島内周遊観光付き
❹日本一早咲きの桜「今帰仁グスク桜まつり」＆本部八重岳桜まつりへご案内
❺朝一番のすいている時間に美ら海水族館へ
❻2 泊とも南国ならではのリゾートホテル

宿泊/１泊目 久米島
「リゾートホテル久米アイランド」

日本の渚百景の「イーフビーチ」 真っ白な天然ビーチに面した
に徒歩１分、プールを囲む客室と オーシャンビューホテル。
４５平米のゆったり客室
広いガーデンでリゾート気分

【奄美大島で最も重要な産業を紹介する大島紬村】
大島紬への理解が深まる解説や、作業工程の見学ができます
大島紬を使ったグッズなど自分への記念品やお土産に最適
【郷土料理の鶏飯】
江戸の昔、薩摩の役人をもて
なすために殿様料理と呼ばれ
た鶏肉の炊き込みご飯が
元祖。奄美の代表的な郷土
料理になりました。
M259
鹿児島
３日間

往復直行便で行く！らくらく奄美で連泊

旅のポイント

大自然の魅力あふれる東洋のガラパゴス
ぽかぽか南の島の楽園「奄美大島」

❶冬でも平均気温が１５度前後であったかい奄美大島へ
❷見所たっぷりの奄美大島をじっくり 2 泊 3 日で満喫
❸広大なマングローブの森をカヌーで巡る体験！
❹奄美大島が誇る絹織物「大島紬」の製造見学
❺奄美の黒豚しゃぶしゃぶや郷土料理鶏飯の食事付
❻2 泊とも大浴場付のホテルビッグマリン奄美に連泊

出発日

２/２０（月）
１

２
３

旅行代金（お１人様）

２名１室 108,000 円

*３～４名様 1 室はお問合せ下さい
*１名様１室 4,000 円増

添乗員：同行/募集：18 名/最少催行：10 名/1 名様個室可
各地～水戸 IC（8：30）＝羽田✈奄美大島＝あやまる岬＝笠利崎灯台＝
＝原ハブ屋奄美＝名瀬（泊）
食事： 朝 × 夕
*夕食/地元居酒屋にて島唄と手踊りで島の方々とのふれあいの夕食
名瀬＝油井岳展望台＝マングローブカヌー体験＆昼食＝
＝黒糖焼酎工場見学＝嶺山公園＝奄美野生生物保護センター＝
＝大浜海浜公園＝名瀬（泊）
朝昼 夕
名瀬＝大島紬村＝郷土料理鶏飯の昼食＝奄美パーク・田中一村記念
美術館＝奄美大島✈羽田＝水戸 IC（20：00 頃）～各地
朝昼×

宿泊/連泊 名瀬の中心街

「ホテルビッグマリン奄美」

名瀬の中心部に位置する大浴場付ホテル。奄美産黒豚の夕食など
島の名産料理も楽しめます。光明石を使った男女別ジャグジーや
サウナ、大浴場付のホテルです。

宿泊：連泊 奄美大島・名瀬 「ホテルビッグマリン奄美」（大浴場付）

Ｐ４

２泊目 今帰仁
「リゾートホテル・ベル・パライソ」

0120-317055

【道内便✈
利用でひとっ飛び】

女満別

新千歳

旅を諦めない！長く歩かないゆったり旅【道内便５０分でひとっ飛び】

旅のポイント
❶長く歩かない＆ゆったり行程で旅を諦めない！
❷新千歳から女満別まで道内便✈利用でらくらく片道５０分
長いバス移動を避けて道内便を使った体にやさしい旅
❸札幌市内に宿泊で雪まつり会場に自由に行ける！
❹夜＆翌朝の両方雪まつりを見学できます
❺今年リニューアルした「知床流氷フェス」新イベント見学
❻札幌のホテルは大浴場付、知床は名湯ウトロ温泉に宿泊

宿泊/１泊目 札幌市内
「ホテルルートイン札幌中央」
大浴場付の快適なシティホテル
さっぽろ雪まつり会場となる
大通り公園とすすきの徒歩圏内

２泊目 知床ウトロ温泉
「知床第一ホテル」
国内唯一の天然翡翠大浴場！

M260
北海道
３日間

札幌✈女満別の道内便利用でらくらく🎵

札幌宿泊で楽しむ「さっぽろ雪まつり」
世界遺産・冬の知床＆オホーツク流氷船

出発日

旅行代金（お１人様）

２/１２（日）

２～４名１室 １１５，８００円
添乗員：同行/募集：24 名/最少催行：10 名/1 名様：相部屋受付

*１泊目のみ３～４名様は
2 部屋利用となります
*１名様個室は空きがあれば対応
（個室は 10,000 円増し）

各地～水戸 IC（7：00）＝羽田✈新千歳＝支笏湖氷濤まつり/
美しき青い氷の祭典＝札幌（泊）
食事： 朝 × ×
*到着後自由に「さっぽろ雪まつり」観賞＆自由食
10：00 出発まで朝の雪まつり散策/札幌＝新千歳（空港自由食）✈
２ 道内便✈女満別＝とうふつ湖/白鳥飛来地＝知床ウトロ温泉（泊）
*夕食後に幻想的な「知床流氷フェス」へ
朝×夕
知床ウトロ温泉＝オシンコシンの滝＝網走流氷砕氷船おーろら号＝
３
＝網走/昼食＝女満別✈羽田＝水戸 IC（19：30 頃）～各地
朝昼×
宿泊：①札幌市内 「ホテルルートイン札幌中央」（大浴場付）
②知床ウトロ温泉 「知床第一ホテル」
＊２日目の「新千歳✈女満別」の道内便は予約状況により「札幌駅++網走駅」の特急に変更となる場合があります
１

【ニトリ小樽芸術村】
今年 7 月新しく小樽に
オープンした、日本一の
ステンドグラス美術館。
小樽の新名所として
話題になっています。
優雅な観賞のひととき。

【名湯登別温泉入浴】
多彩な湯処を楽しめる登別温泉
入浴＆食事券付き選べる昼食

宿泊/１泊目 朝里川温泉

「小樽朝里クラッセホテル」

小樽エリアで人気の温泉リゾートホテル。お部屋はリニューアルして
全室Ｗｉ－Ｆｉ接続、加湿空気清浄機完備。キャンドルの灯りが
ゆらぐロビーが素敵なホテル。

M261
北海道
３日間

一生に一度は泊まりたい厳選いい宿 in 北海道
憧れの「ザ・ウィンザーホテル洞爺」＆朝里川温泉

出発日

３/２（木）

旅のポイント
❶長く歩かない＆ゆったり行程で旅を諦めない！
❷一生に一度は泊まりたい！ハイクラスのＳランク憧れのホテル
サミット会場になった「ザ・ウィンザーホテル洞爺」に宿泊
❸茨城空港利用でゆとりの行程＆北海道たっぷり滞在
❹ウィンザー洞爺では好評のフランス料理フルコース
❺小樽では新オープンしたステンドグラスの「ニトリ小樽芸術村」へご案内
❻客室リニューアルで快適な小樽唯一の朝里川温泉リゾート

【サッポロビール工場】
本場の北海道で工場見学
出来立て生ビールの試飲付

ちょっと贅沢な北海道・優雅な休日
旅行代金（お１人様）

２～３名１室 ９９，８００円

*1 名様は相部屋受付、
又は１名様１室 20,000 円増

添乗員：同行/募集：24 名/最少催行：15 名/1 名様個室可
各地～水戸 IC（7：30）＝茨城空港✈新千歳＝小樽/寿司の昼食＝
１ 日本一のステンドグラス美術館新オープン！「ニトリ小樽芸術村」＆小樽運河＝
石原裕次郎記念館/閉館まであとわずか！＝朝里川温泉（泊）食事： 朝 昼 夕
朝里川温泉＝ニッカウヰスキー余市蒸留所＝ニセコ/昼食＝サイロ展望台
洞爺湖の展望＝洞爺湖温泉（泊/15：00 頃着予定）
朝昼夕
２
*早めの到着でたっぷり充実の滞在。世界の VIP を魅了した一流温泉
リゾートホテルでフランス料理フルコースの夕食をお楽しみ下さい
洞爺湖温泉（10：00 発）＝昭和新山＝登別温泉/第一滝本館・入浴＆
３ 1000 円分館内昼食券付＝サッポロビール北海道工場/出来立て生ビール
試飲２杯付＝新千歳✈茨城空港＝水戸 IC（19：30 頃）～各地
朝昼×
宿泊：①朝里川温泉 「小樽朝里クラッセホテル」
②洞爺湖温泉 「ザ・ウィンザーホテル洞爺」 【S ランクの名門ホテル】
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Ｐ５

早めの到着でたっぷり滞在【登録有形文化財の伝統宿】
一生に一度は泊まりたい厳選いい宿 in 長野

M262
長野
２日間

★憧れの５つ星名宿クラシックホテル★
別所温泉「旅館花屋」で大正ロマンの休日

出発日

旅行代金（お１人様）

１/１６（月）

２～４名１室 ２９，８００円

*１名様は基本相部屋受付
*１名様個室は空きがあれば対応
（個室は 5,000 円増）

募集：１８名/最少催行：12 名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸ＩＣ（10：00）＝旧軽井沢/散策＝小諸ワイナリー＝別所温泉（泊）
１
*早めの宿入り/北向観音など散策もＯＫ
食事：× 軽 夕
別所温泉＝長野善光寺/門前町散策・自由昼食（約 2 時間）＝
２
＝水戸 IC（17：00 頃）～各地
朝××
宿泊：別所温泉「旅館花屋」（和室/本館客室） *登録有形文化財の宿のため階段のみ
★離れ客室（源泉かけ流し内湯風呂付）ご希望はお 1 人様につき 1 万円増にて対応可能
【善光寺と門前町散策】
戸隠そばやみそ田楽など
長野らしいお食事処が並ぶ
門前町であえての自由昼食
ぐるめ散策マップをご用意
お土産は七味や酒饅頭、栗か
のこなどお買物も楽しみ。

旅のポイント

宿泊/別所温泉
「旅館花屋」
創業百年・大正ロマン
漂う名門クラシック
ホテル。非日常の空間
と温かなおもてなし。

❶予約困難な名門クラシックホテル「旅館花屋」
❷ゆっくり出発早めの宿入りでたっぷり滞在
❸長野善光寺は門前町散策マップをご用意
❹ワイナリーでは見学＆試飲ができます

創業３００余年、情緒あふれる純和風の名旅館★５つ星の宿
M263
山形
２日間

ユネスコが認定「食文化創造都市」鶴岡が誇る食文化を堪能
癒しの名宿「あつみ温泉たちばなや」
冬景色の羽黒＆鶴岡城下町で日本海寒鱈まつり

出発日

旅行代金（お１人様）

１/１４（土）

２～４名１室 ２９，８００円

*１名様は基本相部屋受付
ただし空室がある場合
は個室対応いたします
（料金はお問合せ下さい）

＊このツアーは山形県の助成金を頂き旅行代金に反映しています
募集：40 名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～那珂 IC（7：00）＝庄内の美食ランチ＝羽黒山/参拝＝加茂水族館
１
/話題の世界一クラゲ水族館＝あつみ温泉（泊）
食事： 朝 昼 夕
あつみ温泉＝日本海寒鱈まつり/自由昼食…鶴岡城下町自由散策＝
２
＝庄内観光物産館/買物＝那珂 IC（18：00 頃）～各地
朝××
宿泊：あつみ温泉 「たちばなや」
旅のポイント
宿泊/あつみ温泉「たちばなや」
庄内有数の美しい庭園
と開放的な大浴場が
自慢。朝食にも力を
いれており好評です。
庄内の海と山の幸を
味わえる５つ星の宿

厳
選
い
い
宿
の
旅

１２年連続「５つ星の宿」に輝く！人気の「高山グリーンホテル」
バリアフリーで安心！美人の湯として好評の自家源泉
M264
飛騨高山温泉と冬の白川郷・妻籠・馬籠
岐阜
２日間

雪化粧の飛騨の里ライトアップ～飛騨＆木曽路冬旅情～

出発日

旅行代金（お１人様）

１/３１（火）

２～３名１室 ３９，８００円

*１名１室 10,000 円増
*４名以上１室ご希望の場合は
空室があれば対応いたします

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室可
各地～水戸 IC（7：30）＝名物自然薯料理の昼食＝世界遺産白川郷の合掌集落
１
＝飛騨の里/ライトアップされた合掌集落＝飛騨高山温泉（泊 18：00 頃着） 食事： 朝 昼 夕
飛騨高山温泉＝飛騨高山/朝市や古い町並み散策＝舞台峠＝郷土料理の昼食
２
＝中山道の宿場町/妻籠宿＝馬籠宿＝水戸 IC（21：30 頃）～各地
朝昼弁
宿泊：飛騨高山温泉「高山ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ」（洋室）
旅のポイント
宿泊/飛騨高山温泉「高山グリーンホテル」
和と洋の良さが
融合した快適な
温泉ホテル。
庭園風呂、
岩風呂、桧風呂
など２６０坪の
広大な温泉で
自家源泉を堪能。

Ｐ６

❶山形県バスツアー助成金を頂いたお得なツアー
❷「食の理想郷・鶴岡」でグルメ満載の旅
❸５つ星の宿あつみ温泉「たちばなや」宿泊
❹鶴岡を代表する冬の味覚「寒鱈汁」を味わえ
る「日本海寒鱈まつり」開催！

【山形・鶴岡の食を満喫】
先人たちが自然と生命の営み
に真摯に向き合って育まれた
世界に誇る食文化を持ってい
ます。これが認められて日本で
はじめてユネスコが認めた食
文化創造都市になりました。
今回の旅では、宿のお食事は
もちろん、鶴岡で絶品の地産
地消ランチ、そして冬の風物詩
「寒鱈まつり」を実際に体験し
て食を楽しみましょう！

❶冬化粧の飛騨・高山・木曽路をたっぷり周遊
❷５つ星の宿「高山グリーンホテル」に宿泊
❸郷土料理の昼食など全５食付き
❹高山「飛騨の里」合掌集落のライトアップ見物
*注意/白川郷のライトアップではございません

❺２日目の朝は１０時出発までのんびり高山散策

0120-317055

【高山温泉・飛騨物産館】
自家源泉の天然温泉を
堪能できる高山グリーン
ホテル。館内には飛騨
物産館がありお土産も
楽にお買物できます

旅を諦めない！ゆったり過ごす温泉の旅～バリアフリー充実の宿～
ゆっくり出発・早めの宿入り・長く歩かない旅

M265
岩手
２日間

開湯３００年花巻温泉郷・志戸平温泉
雪化粧のげいび渓こたつ舟＆平泉名物昼食

出発日

旅行代金（お１人様）

１/２６（木）

２～４名１室 ３３，８００円

*１名様は基本相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応
（料金はお問合せ下さい）

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～那珂 IC（8：00）＝前沢牛・牛すき膳の昼食＝世界遺産中尊寺・金色堂＝
１
＝志戸平温泉（泊） *15：30 頃早めの到着
食事： 朝 昼 夕
志戸平温泉＝雪化粧のげいび渓こたつ舟＝一関伝統の「ひと口もち膳」
２
の昼食＝那珂 IC（18：00 頃）～各地
朝昼×
宿泊：花巻温泉峡・志戸平温泉 「湯の杜ホテル志戸平」
＊バリアフリーが充実したお宿に早めの到着でゆとりの滞在
旅のポイント

❶お宿の中で３つの源泉と２０種の湯船で湯巡り
❷館内はスロープがあり段差も少ないバリアフリー
❸早めの宿入りで温泉をたっぷり楽しめます
❹まるで水墨画のような冬のげいび渓こたつ舟
❺前沢牛や伝統のもち料理など郷土料理昼食付

【一関の伝統のもち料理「ひと口もち膳」】
一関では冠婚葬祭やお盆・お彼岸などの節目におも
ちを食べる習慣があります。もち米の最高峰とされる
「コガネモチ」を使ったつきたてのおもちに、色とりどり
の味付けをした「ひと口もち膳」をお楽しみ下さい。

宿泊/花巻温泉郷・志戸平温泉「ホテル志戸平」
３つの源泉を引き
開放感満天の露天
風呂など２０種の
湯船で湯めぐり。
お食事は作り立てに
こだわり好評です。

旅を諦めない！長く歩かないゆったりした旅～南東北の名湯めぐり～
小野小町ゆかりの美人つくりの湯＆乳白色の名湯

M266
山形
２日間

【山形・福島の郷土料理】
小野川温泉の宿の食事はもち
ろん、蔵王ではあったか芋煮
の昼食、福島では郷土料理の
ゆず田楽や絶品そばの昼食を
ご用意。

米沢の奥座敷小野川温泉「湯杜匠味庵 山川」
名湯野地温泉と蔵王樹氷ロープウェイ

出発日

旅行代金（お１人様）

２/１５（水）

２～４名１室 ３３，８００円

*１名様は基本相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応
（料金はお問合せ下さい）

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～那珂 IC（8：00）＝山形名物いも煮膳の昼食＝蔵王樹氷ロープウェイ/
１
冬の風物詩樹氷をロープウェイから観賞＝小野川温泉（泊） 食事：朝 昼 夕
小野川温泉＝上杉神社/参拝＝福島郷土料理と絶品そば昼食＝
２
＝野地温泉/乳白色の温泉入浴＝那珂 IC（17：00 頃）～各地 朝 昼 ×
宿泊：小野川温泉 「湯杜匠味庵 山川」
旅のポイント
宿泊/小野川温泉「湯杜匠味庵 山川」

❶早めの宿入りでゆっくりと疲れを癒す旅
❷冬の風物詩蔵王樹氷のロープウェイ往復込み
❸芋煮膳・絶品そばなど嬉しい全５食付き
❹お宿の朝食はラジウム玉子や温泉おかゆなど
心あたたまるお料理のおもてなしが好評です

創業百年の老舗旅館
米沢の味覚を堪能。
小野小町ゆかりの
美人づくりの湯に
癒されます。湯量豊富
な天然ラジウム温泉。

にごり湯＆秘湯を愛する温泉ファンに贈る！温泉三昧ゆったり旅
乳緑色の湯・白濁の湯・秘湯お猿の温泉

M267
長野
２日間

地獄谷温泉＆七味温泉＆熊の湯温泉
♨３つの信越秘湯めぐり♨

出発日

旅行代金（お１人様）

３/１１（土）

２～４名１室 28,800 円

*１名様は基本相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応
（3,000 円増）

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸 IC（8：30）＝秘湯の一軒宿・地獄谷温泉「後楽館」入浴…猿の温泉姿・地獄谷野猿公苑
１ （*地獄谷は歩いてしか行けない秘湯のため雪用ブーツなどをご準備下さい。
片道 20～30 分の平坦な雪道散歩）＝熊の湯温泉（泊） 食事：× 軽 夕
熊の湯温泉＝小布施/自由食＝乳白色の秘湯「七味温泉・渓山亭」入浴
２
＝水戸 IC（18：00 頃）～各地
朝××
宿泊：熊の湯温泉 「熊の湯ホテル」
旅のポイント
【地獄谷温泉後楽館と野猿公苑】
地獄谷温泉「後楽館」は秘湯を守る宿。お隣にはサル
専用の露天風呂で有名な「地獄谷野猿公苑」があります。
後楽館の露天風呂にも時々お猿がやってくるので、
猿と混浴になることも！？是非体験してみてください。

❶16 時までの早めの宿入りでたっぷり温泉三昧
❷個人では行きにくい冬の秘湯を訪ねる湯めぐり
❸世界的に有名なお猿の温泉地獄谷野猿公苑見学
＆隣に隣接する「後楽館」で温泉入浴
❹白濁の湯が魅力の七味温泉で立寄り入浴

湯
っ
た
り
温
泉
旅

宿泊/熊の湯温泉「熊の湯ホテル」
自家源泉かけ流し
翡翠色に輝く源泉
日本でも数少ない
天然硫黄温泉で
秘湯ムードが
たっぷり漂う宿。

Ｐ７

ジェットフォイル利用で伊豆半島から房総半島へぐるり周遊
M268
静岡
東京
２日間

８本の源泉を持つ湯量豊富な伊東温泉に宿泊

春を告げる修善寺梅林・河津桜＆大島椿まつり
伊豆～伊豆大島～房総へ！早春のフラワーロード

出発日

旅行代金（お１人様）

２/２５（土）

３～４名１室 ３９，８００円

*２名１室ひとり 2,000 円増
*１名様は相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応
（料金はお問合せ下さい）

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸 IC（7：00）＝みんなのハワイアン/ランチバイキング＝
１
＝修善寺梅林＝早咲きの河津桜＝伊東温泉（泊）
食事： 朝 昼 夕
伊東温泉＝伊東🚢～大島＝【伊豆大島観光】大島公園＝筆島/車窓＝
２ ＝波浮見晴台＝地層断面/車窓＝三原山展望台＝大島温泉ホテル/昼食＆
入浴＝大島🚢～館山＝水戸 IC（19：15 頃）～各地
朝昼×
宿泊：伊東温泉 「ホテルラヴィエ川良」
旅のポイント
宿泊/伊東温泉「ホテルラヴィエ川良」
８本の源泉から汲み
上げる温泉は毎分
何と 620ℓ 露天風呂
サウナ、室内天然温泉
プールも完備。
伊東ならではの海鮮
料理も充実です。

❶土日で旅ができる嬉しい週末プラン
❷伊豆半島～伊豆大島～房総まで周遊
❸早春の花名所めぐりの旅
❹伊豆大島では名物べっこう寿司昼食
❺源泉が豊富な伊東温泉料理自慢の宿

あの！世界的ホテルチェーン・ヒルトンの温泉リゾート体験
M254
神奈川
静岡
２日間

天然温泉大浴場・露天風呂！箱根連山を背景に相模湖一望

贅沢な時間「ヒルトン小田原リゾート＆スパ」
河津桜と稲取雛のつるし飾りまつり

出発日

旅行代金（お１人様）

２/２３（木）

２～４名１室 ３４，８００円

*１名１室 11,000 円増
*相部屋希望の方はお相手が
いらっしゃれば対応します

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室可
各地～水戸ＩＣ（8：00）＝松田山桜まつり/河津桜と富士山の眺望＝
１ ＝曽我梅林＝小田原魚市場＝新しくなった小田原城＝小田原
根府川温泉（泊）*早めの到着でリゾートを満喫
食事： 朝 昼 夕
小田原＝伊東＝稲取・雛のつるし飾りまつり＝河津桜でお花見＆お弁当
２
＝水戸ＩＣ（18：45 頃）～各地
朝昼×
宿泊：小田原根府川温泉「ヒルトン小田原リゾート＆スパ」
旅のポイント
宿泊/小田原根府川温泉
「ヒルトン小田原リゾート＆スパ」
❶一度は泊まって見たいヒルトン温泉リゾート
全室オーシャンビュー
天然温泉大浴場付き
あの有名なヒルトン
で過ごす贅沢な時間

ぽ
っ
か
ぽ
か
早
春
の
旅

❷松田山＆河津の２カ所で河津桜のお花見
❸ホテルは早めの到着でたっぷり滞在
❹かわいらしい稲取の雛のつるし飾りまつり見学
❺宿泊だからこそ安心の全５食付き

大河ドラマで賑わう井伊直虎の菩提寺「龍潭寺」参拝
M269
愛知
２日間

碧い海に囲まれた絶景の伊良湖岬温泉リゾート

「伊良湖ビューホテル」＆渥美半島菜の花まつり
話題の「龍潭寺」と絶品浜松うなぎの昼食

出発日

３/２（木）

旅行代金（お１人様）

３～４名１室 ３３，８００円

*２名１室ひとり 2,000 円増
*１名様は相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応
（料金はお問合せ下さい）

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸 IC（7：00）＝豊川稲荷/参拝＝ぽっかぽか渥美半島菜の花
１
まつり/伊良湖菜の花ガーデン＝伊良湖（泊）
食事：朝 弁 夕
伊良湖＝うなぎパイファクトリー/工場見学＝浜名湖名物うな重の昼食＝
２ ＝新年大河ドラマ井伊直虎ゆかりの地/龍潭寺（直虎の菩提寺）…井伊谷宮
＝水戸 IC（20：00 頃）～各地
朝昼×
宿泊：伊良湖 「伊良湖ビューホテル」（池田さくら温泉の源泉利用）
旅のポイント
宿泊/伊良湖「伊良湖ビューホテル」
太平洋と三河湾の
美しい海に囲まれた
本格派リゾート
ホテル。海への流れ
が続くように設計
された露天風呂
など７種のお風呂

Ｐ８

❶渥美半島の菜の花まつり見頃にあわせて出発
❷絶景のリゾート温泉ホテルが建つ伊良湖岬宿泊
❸新年の大河ドラマの舞台にさっそく行こう！
直虎の菩提寺となっている龍潭寺を拝観
❹浜松といえばうなぎ！名店のうな重昼食
❺香ばしい香り漂ううなぎパイ工場見学

【直虎の菩提寺・龍潭寺】
１３００年にわたる遠州の古刹、井伊直虎が眠る菩提寺。
大河ドラマゆかりの地をさっそく訪ねてみましょう。
国の名勝に指定された素晴らしい日本庭園が見所！

歴史と浪漫あふれる北国街道黒壁の街並み「黒壁スクエア」＆必見！「盆梅展」

M270
滋賀・奈良
３日間

世界遺産「春日大社の節分万灯籠」と「東大寺・伏見稲荷」節分豆まき行事
案内人と歩くいにしえの「山の辺の道・飛鳥ウォーク」

出発日

旅行代金（お１人様）

２/２（木）

*１名様個室受付可能

１名様１室 7,000 円増
募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：個室受付可
１ 各地～水戸 IC（7：00）＝長浜の迎賓館・国名勝の「慶雲館」で日本一の「長浜盆梅展」観賞＝長浜黒壁の街並み散策＝大津（泊）
食事： 朝 弁 夕
大津＝伏見稲荷で招福祈願の節分祭/千本鳥居＆豆まき参加＝京都伏見にて昼食＝東大寺・二月堂/節分豆まき行事見学…東大寺や
２
奈良公園など自由散策…幻想的な灯籠 3000 基！春日大社節分万灯籠＝奈良郷土料理の夕食＝奈良市内（泊）
朝昼夕
３ 奈良＝日本最古の道を歩いてみよう！山の辺の道ウォーク/長岳寺～大神神社（約５ｋｍ・約２時間）＝三輪そうめんの昼食＝水戸 IC（21：00 頃）～各地 朝 昼 弁
宿泊：①大津「びわ湖大津プリンスホテル」（洋室）
②奈良「奈良ロイヤルホテル」（洋室・大浴場付）
旅のポイント
１泊目/大津
❶出発日限定！節分時期にあわせて 「大津プリンスホテル」

２～３名１室 ６６，８００円

伝統行事を観賞・参加する旅
❷感動！美しき長浜盆梅展は必見
❸幻想的な春日大社節分万灯籠見学
❹伏見稲荷の節分豆まきに参加
❺日本最古・山の辺の道ウォークを
約５ｋｍ・約２時間案内人と歩く
❻２泊目は嬉しい大浴場付ホテル

琵琶湖一面を眺める地上
３８階建ての全室レイク
ビューで人気のホテル。

２泊目/奈良市内
「奈良ロイヤルホテル」
平城宮跡に近く、奈良では
珍しい天然温泉とサウナ付
大浴場を完備しています。

新オープンの大浴場付ホテル「アーバンホテル京都二条プレミアム」に宿泊
M244
京都
２日間

京都迎賓館一般公開＆今年初公開「旧三井家下鴨別邸」

雅なライトアップ「東山花灯路」と季節の京都探訪

出発日

3/9（木）

旅行代金（お１人様）

２名１室

３９，８００円

*１名１室 2,000 円増
*3 名様はﾂｲﾝとシングルの 2 部屋利用

募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：個室可
各地～水戸ＩＣ（7：00）＝城南宮しだれ梅と椿まつり＝京料理の夕食…
１
東山花灯路＝京都市内（泊）
食事： 朝 × 夕
京都＝初公開「旧三井家下鴨別邸」見学＝京都迎賓館一般公開＝
２ ＝西尾八つ橋別邸/和膳昼食＝水戸ＩＣ（20：15 頃）～各地
朝昼×
宿泊：京都市内 「アーバンホテル京都二条プレミアム」（洋室/大浴場付）
ご予約のご注意：まずは仮予約にてご予約を承ります。迎賓館入場枠がご用意できましたら正式予約
のご連絡を致します。入場時間の都合により行程を入れ替えてご案内する場合がございます。
宿泊/京都市内・大浴場付の新オープンホテル
「アーバンホテル京都二条プレミアム」

M271
愛知
滋賀
２日間

２

❶早春の風物詩「東山の花灯路」
❷初公開「旧三井家下鴨別邸」見学
❸完全予約制「京都迎賓館」一般公開
❹大浴場付の新オープンホテル宿泊
❺貴重な建築と庭園が見事な
「西尾八ツ橋の里」で昼食付

【昼食は西尾八ツ橋の里】
←1919 年立命館大学設立者河原林氏
の邸宅として建てられた建築と庭園
ここで優雅に昼食をご用意します。

★今しかみられない展覧会・企画展！こだわりの美術館めぐり★
「徳川美術館・尾張徳川家の雛まつり展」と春限定の雛御膳昼食
梅咲き誇る叶匠寿庵の庭園「寿長生の郷」＆ＭＩＨＯミュージアム春季特別展

出発日

１

旅のポイント

旅行代金（お１人様）

*２名１室 ひとり 3,000 円増
*１名様は基本相部屋受付、但し空室がある場合は個室対応可能
（3,000 円増/但しシングルルーム利用）

３～４名１室 ４９，８００円 募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：相部屋受付
３/１９（日）
各地～水戸 IC（7：00）＝期間限定開催！徳川美術館で「尾張徳川家の雛まつり」観賞＆梅の花咲く名庭園「徳川園」散策
・徳川美術館敷地内の「宝善亭」で春限定の雛御膳昼食＝長浜太閤温泉・長浜ロイヤルホテル（泊）
食事：朝 昼 夕
長浜＝銘菓「叶匠寿庵」が営む「寿長生の郷」で 1000 本の梅林観賞＆限定予約の昼食＝知る人ぞ知る！ルーブル美術館のピラミッドを
設計した建築家Ｉ・Ｍ・ペイが設計した驚きの私立美術館「MIHO ミュージアム」/春季特別展観賞＝水戸 IC（22：30 頃）～各地
朝昼軽
旅のポイント

❶尾張徳川家の雛まつり展を観賞
❷この時期限定の雛御膳昼食
❸美しき梅園を持つ老舗和菓子の
叶匠寿庵・寿長生の郷に訪問
❹知る人ぞ知る驚きの建築と収蔵の
ＭＩＨＯ美術館春季特別公開
❺長浜太閤温泉が湧く長浜に宿泊
❻安心の１泊２日全６食付き！

宿泊/長浜太閤温泉「長浜ロイヤルホテル」
琵琶湖を望む長浜の温泉ホテル。茶褐色の
にごり湯温泉で、旅の疲れも癒されます。

0120-317055

出
発
日
限
定
・
日
本
の
伝
統
行
事
の
旅

Ｐ９

【ホテル浦島名物！太平洋を望む大洞窟露天「忘帰洞」】

【知る人ぞ知る秘湯肌に絡むとろりとした湯はまるで化粧水】
約１３００年前、弘法大師
が開いた歴史ある秘湯。
化粧水いらずのツルツル
日本三美人の湯です。
お食事も地産地消で
好評です。まだ関東では
あまり知られていない
知る人ぞ知る秘湯です

熊野灘の波に浸食され
た天然洞窟に湧く感動
の洞窟風呂！全部で
６カ所の温泉めぐりも
楽しめます。
南紀勝浦は近海まぐろ水揚げ日本一の町。
勝浦ならではのまぐろ料理が堪能できます。
（今回の宿泊は本館利用予定です）

旅のポイント
❶本州最南端潮岬をめぐる紀伊半島ぐるり１周旅
❷イチオシ！なかなか行けない秘湯「龍神温泉」
❸洞窟風呂が人気の「ホテル浦島」の宿泊
❹世界遺産の熊野＆高野山もたっぷり観光します
❺梅林の見頃に訪ねる南紀白浜＆大人気タマ駅長二世の貴志駅
❻４日間全１２食付・話題の近畿大学マグロの昼食

行ってみたかった！和歌山県をたっぷり巡って本州最南端の「潮岬」へ到達

M272
和歌山
４日間

世界遺産「熊野三山・高野山」と南紀白浜～紀伊半島ぐるり１周～
歴史ある秘湯「龍神温泉」＆洞窟風呂の南紀勝浦温泉「ホテル浦島」

*２名１室 ひとり 4,000 円増
*１名様は基本相部屋受付
３～４名１室 ９１，８００円 募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応（料金はお問合せ下さい）
各地～水戸ＩＣ6：00＝【世界遺産・熊野三山】①熊野速玉大社＝②熊野本宮大社＝勝浦港～南紀勝浦温泉（泊）
食事： 朝 弁 夕

出発日

旅行代金（お１人様）

２/９（木）

１

宿～勝浦港＝③那智の滝…熊野那智大社・青岸渡寺…大門坂/熊野古道ミニウォーク＝橋杭岩（車窓）＝話題の大学卒業マグロをご賞味
あれ！近大マグロの昼食/本州最南端の潮岬＝南紀白浜２大景勝地三段壁＆千畳敷＝梅干館＝龍神温泉（泊）
朝昼夕
龍神温泉＝【世界遺産】高野山奥の院＝金剛峰寺・壇上伽藍＝宿坊で精進料理の昼食＝「タマ駅長」二世のネコが大人気！貴志駅++
３
＜和歌山電鉄＞++伊太祈曽駅＝西国札所の名刹「紀三井寺」＝橿原（泊）
朝昼夕
４ 橿原＝【世界遺産】法隆寺/案内人付でじっくり拝観（約２時間）＝奈良郷土料理の昼食＝水戸ＩＣ（21：00 頃）～各地
朝昼軽
宿泊：①南紀勝浦温泉「ホテル浦島」（本館）
②龍神温泉「季楽里 龍神」 ③橿原温泉「橿原ロイヤルホテル」
２

「元乃隅稲成神社」参拝

先
取
り
春
の
旅

M273
山口
３日間

城下町の萩温泉＆コバルトブルーの海一望西長門温泉
大注目絶景スポット「角島＆元乃隅稲成神社」

ゆったりめぐる！萩・津和野と魅惑の山口周遊

出発日

３/１４（火）

旅行代金（お１人様）

４～５名１室 １０３，８００円

*３名１室 ひとり 2,000 円増
*２名１室 ひとり 5,000 円増
*１名様個室は空きがあれば対応

添乗員：同行/募集：24 名/最少催行：10 名/1 名様：基本相部屋
各地～水戸ＩＣ（8：00）＝羽田✈山口宇部＝山陰の小京都・津和野
１
殿町散策＝萩温泉（泊）
食事： 朝 × 夕
萩温泉＝【萩の城下町観光】松陰神社・松下村塾・萩武家屋敷＝萩にて昼食
＝日本最大級！秋吉台カルスト展望台＆秋芳洞＝アメリカが選ぶ「日本の
２
最も美しい場所３１選」に選ばれた話題のスポット/元乃隅稲成神社＝日本の橋
ランキング１位！絶景の「角島大橋」＝西長門温泉（泊）
朝昼夕
西長門温泉＝角島灯台＝壇ノ浦の戦い源平ゆかりの赤間神宮参拝…春帆楼/
３ 下関ふくの昼食＝市場カモンワーフ…関門連絡船で関門海峡を渡ろう！下関～
門司…門司港レトロ/散策＝北九州✈羽田＝水戸ＩＣ（20：45 頃）～各地 朝 昼 ×
宿泊：①萩温泉 「萩グランドホテル天空」
②西長門温泉 「ホテル西長門リゾート」（角島大橋を望む海側部屋）

Ｐ１０

🌸ご当地料理の昼食🌸
旅のポイント
下関といえば
❶地震の影響はありません！旅をして山陰を応援！
「ふく」料理！
❷話題の「角島大橋」＆パワースポット「元乃隅稲成神社」
老舗「春帆楼」
で憧れのふく
❸山口下関のふく料理などご当地料理のお食事付
会席の昼食
❹西長門リゾートでは角島大橋を望む全室
山陰日本海
オーシャンビューで大好評のホテルに宿泊します
の海の幸を
❺山陰の小京都＆城下町「萩・津和野」探訪
ご堪能下さい
宿泊/１泊目 萩温泉
「萩グランドホテル天空」

２泊目 つくの温泉海岸
「ホテル西長門リゾート」

自家源泉をひく庭園風呂で寛ぎ
のひとときを。山口特産ふくや
むつみ豚など萩らしいお食事付

海が見える露天風呂付き！全室
オーシャンビュー大好評の宿。
コバルトブルーの海を一望です

0120-317055

ゆ の つ

玉造温泉

石見銀山・湯野津温泉

出雲大社ゆかりの落ち着いた純和風の温泉宿。出雲本膳と銘打つ会席料理
は、地元契約農家から仕入れた食材を使い季節感を大事にしたお料理。
もちろん泉質は玉造のつるつる美肌の湯。桜が咲けば美しい温泉街散歩。

日本で唯一石見銀山の世界遺産内にある温泉地「湯野津（ゆのつ）温泉」。
開湯 1,300 年、街並み保存地区にある「のがわや」は歴史ある鄙びた老舗
温泉宿。湯の花漂う自慢の天然温泉と新鮮な海鮮料理でおもてなし。

桜ほころぶ春に旅する！２度目の方にもおすすめ山陰旅

M274
島根
３日間

美肌の湯「玉造温泉」＆大正ロマン「湯野津温泉」
足立美術館・出雲大社・石見銀山～ゆったり島根旅情～

出発日

旅行代金（お１人様）

４～５名１室 １１１，０００円

３/３０（木）

添乗員：同行/募集：24 名/最少催行：10 名/1 名様：基本相部屋

*３名１室 ひとり 2,000 円増
*２名１室 ひとり 4,000 円増
*１名様は基本相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応

各地～水戸ＩＣ（8：00）＝羽田✈米子＝江島大橋/車窓＝国宝になった松江城を
案内人付で見学＝玉造温泉（泊）
食事： 朝 × 夕
玉造温泉＝足立美術館/美しい庭園と絵画の観賞＝名物出雲そばの昼食＝
２
縁結びの神様・出雲大社/昇殿参拝＝温泉津（ゆのつ）温泉（泊）
朝昼夕
温泉津温泉＝世界遺産・石見銀山遺跡（案内人付きで坑道跡の龍源寺間歩や
３ 大森の町並みをご案内）＝郷土料理の昼食＝広島空港✈羽田空港＝
＝水戸ＩＣ（21：30 頃）～各地
朝昼×
宿泊：①玉造温泉 「縁結びの宿 紺家」
②湯野津（ゆのつ）温泉 「のがわや」又は同等クラス（分宿となる場合があります）
１

旅のポイント
❶地震の影響はありません！旅をして山陰を応援！
❷玉造温泉で好評のおもてなしの宿「紺家」宿泊
❸初企画！湯野津温泉は泉質自慢のおすすめ温泉
❹湯野津温泉の外湯「薬師湯」を是非ご体験下さい
❺出雲そばや郷土料理などお食事付き
M275
静岡
２日間
出発日

ハイクラスな南伊豆の絶景宿「弓ヶ浜温泉・季一遊」
西伊豆松崎の桜・石廊崎・伊豆高原アーチ桜
旅行代金（お１人様）

３/３１（金）
１
２

３～４名１室 ３３，８００円

*2 名 1 室ひとり 2,000 円増
*１名様個室は空きがあれば対応
（料金はお問合せ下さい）

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸 IC（7：00）＝磯料理の昼食＝黄金崎公園の桜＝松崎町那賀川堤の桜＆田んぼを
使った花畑フェス＝弓ヶ浜温泉・【５つ星の宿】季一遊（ときいちゆう）（泊） 食事： 朝 昼 夕
弓ヶ浜温泉＝伊豆最南端石廊崎岬めぐり遊覧船＝下田開国の街並み案内付散策＝金目の
昼食＝伊豆高原アーチ桜（車窓）＝大室山さくらの里＝水戸 IC（18：45 頃）～各地 朝 昼 ×

名湯百選５つ星の宿！信玄の隠し湯「下部温泉・下部ホテル」
身延山久遠寺しだれ桜・山高神代桜・三嶋大社

M276
山梨
２日間
出発日

旅行代金（お１人様）

４/６（木）
１
２

４～５名１室 ２９，８００円

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸 IC（7：00）＝三嶋大社/しだれ桜＝沼津海鮮昼食＝
身延山久遠寺/しだれ桜＝下部温泉・下部ホテル（泊） 食事： 朝 昼 夕
下部温泉＝実相寺/山高神代桜＝眞原の桜並木＝鶏釜飯昼食＝
武田神社の桜＝ワイン工場＝水戸 IC（18：45 頃）～各地 朝 昼 ×

旅のポイント

旅のポイント

❶全室バルコニー付リゾート宿
❷約３ｋｍ続く伊豆高原桜のトンネル
❸新名所！松崎の那賀川桜堤とお花畑
❹新鮮お刺身や金目鯛の昼食付

❶日本が誇るホテル１００選の宿
❷２つの温泉と１２の湯船で寛ぎの温泉
❸日本三大桜や名木の桜５大名所
❹海の幸・山の幸の昼食付き

宿泊/弓ヶ浜温泉「季一遊」
旅心を満たす温泉
リゾート旅館。
南伊豆の人気宿！

宿泊/下部温泉「下部ホテル」
信玄の隠し湯２つの
異なる泉質源泉！
地産地消の夕食自慢

先
取
り
春
の
旅

京都市内宿泊！ミシュラン星獲得「精進料理阿じろ」の夕食

西本願寺非公開の国宝特別公開

飛雲閣は
金閣・銀閣
と並ぶ「京の
三名閣」国宝で
普段は非公開
宗祖・親鸞聖人から数えて２５代の
専如ご門主に「浄土真宗の教え」が伝え
られたことを御前に報告する法要が
８０日間営まれています。
宿泊/京都市内「花園会館」
妙心寺に隣接する
寛ぎの名刹ホテル
嬉しい大浴場付
閑静な京の宿

*３名１室 ひとり 2,000 円増
*２名１室 ひとり 4,000 円増
*１名様個室は空きがあれば対応

M278
京都
２日間

京の三名閣の１つで通常非公開の国宝！

「西本願寺の飛雲閣と書院」特別公開
通年公開になった京都御所・仁和寺の御室桜

出発日

４/１６（日）

旅のポイント

❶今だけ特別公開！西本願寺国宝飛雲閣・書院
❷飛雲閣にて記念式典と慶讃茶席に参列
❸今年から通年公開となった念願の京都御所拝観
❹ビィーフリー厳選の京料理全 6 食付

旅行代金（お１人様）

３～４名１室 ４９，８００円

*２名１室 ひとり 2,000 円増
*１名様個室は空きがあれば対応
（1 名様個室 6,000 円増）

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸 IC（6：30）＝通年公開された京都御所と御苑の桜＝
食事： 朝 弁 夕
１ ＝仁和寺の御室桜と五重の塔＝京都市内（泊）
*夕食はミシュラン星獲得の「精進料理阿じろ」にて
京都＝西本願寺・通常は非公開の国宝「飛雲閣・書院」特別公開/
２ 伝灯奉告法要記念参拝式、慶讃茶席＝湯葉の名店で昼食＝
京都駅お買物＝水戸 IC（21：45 頃）～各地
朝昼弁
宿泊： 京都市内 「花園会館」 （和室/２名様は洋室の場合有り）

Ｐ１１

M256
高知
３日間

【島旅シリーズ】四国最南端・高知県唯一の有人離島
チャーター船利用・島出身の船長がご案内

黒潮の太平洋に浮かぶ歴史とロマンの島「沖の島・鵜来島」
春の高知宿毛・四万十・足摺岬

出発日

旅行代金（お１人様）

４/３（月）

２～４名１室 ９５，８００円

*１名様個室はお問合せ下さい。
空室がある場合のみ
1 名様 3,000 円増しで対応

募集：２２名/最少催行：15 名/1 名様：基本相部屋受付
各地～水戸ＩＣ（7：30）＝羽田✈高知＝龍河洞/日本三大鍾乳洞＝
１
＝桂浜/龍馬像＝四万十（泊）
食事： 朝 × 夕
四万十＝【チャーター船利用！高知県唯一の有人離島 沖の島＆鵜来島へめぐり】
コバルト色に輝く透明度四国一の美しい海・足摺宇和海国立公園指定！
２ 片島港～（チャーター船🚢）～沖の島・弘瀬港…【沖の島散策】島内に残る慰霊碑や
神社、港などを歩いて散策…弘瀬港～🚢～鵜来嶋/石垣階段の景観
美しい鵜来嶋散策～🚢～宿毛・片島港＝宿毛天満宮の桜＝宿毛（泊） 朝 弁 夕
宿毛＝竜串海岸/グラスボート＝足摺岬/四国最南端・昼食＝
３
＝高知✈羽田＝水戸ＩＣ（22：00 頃）～各地
朝昼×
宿泊：①四万十「新ロイヤルホテル四万十」 （洋室）
②宿毛「宿毛リゾート椰子の湯」（和室）
１泊目/四万十「新ロイヤルホテル四万十」

２泊目/宿毛「宿毛リゾート椰子の湯」

うれしい温泉大浴場付、四万十市内の
観光ホテル。
徒歩５分で
四万十川の
清流が流れて
います

宿毛の海が目の前に見渡せる
開放感あるれる眺望絶景の棚湯
温泉が魅力。鰹の藁焼きなどの
宿毛の海の幸をふんだんに
使った魚料理が好評のお宿です
2016 年７月リニューアル

旅のポイント
❶数少ない高知県だけをたっぷり巡る旅
❷高知唯一の有人離島「沖の島・鵜来島」
❸チャーター船利用・島出身の船長がご案内
❹桜咲く季節に宿毛天満宮にもご参拝
❺リニューアル完了！眺望自慢の宿毛温泉
M279
近畿
山陽
４日間

～桜前線を追いかけて世界遺産の旅ハイライト～

美しき日本！春の近畿・山陽８大桜名所めぐり
瀬戸内海一望・広島温泉＆日本三古湯・有馬温泉

出発日

４/２（日）

旅行代金（お１人様）

２～４名１室 １１０，０００円

*１名様は基本相部屋受付
個室は空室に限りがあるため
先着順で受付いたします
1 名様個室 10,000 円増

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室可
各地～水戸 IC（7：00）＝①太閤の花見/醍醐寺＝神戸市内（泊） 食事：朝 弁 夕
神戸＝②世界遺産・姫路城天守閣とお花見＝③倉敷美観地区と白壁
２ の町並み＝④尾道千光寺公園/瀬戸内一望の桜名所＝桜に包まれる
⑤原爆ドーム＆広島カキ付の夕食＝広島（泊）
朝弁夕
広島＝⑥世界遺産安芸の宮島/厳島神社たっぷり散策（約２時間）
３
＝⑦日本三名園/岡山後楽園＝有馬温泉（泊）
朝弁夕
有馬温泉＝⑧吉野山/桜と散策【桜開花に全くあたらない場合は
４
大阪城と奈良公園の桜に変更】＝水戸ＩＣ（21：30 頃）～各地 朝 弁 軽
宿泊：①神戸北野地区「ホテル北野プラザ六甲荘」 （洋室）
②広島 「グランドプリンス広島」（洋室）*大浴場は別途有料となります
③有馬温泉「かんぽの宿有馬」（洋室又は和室）
２泊目/広島温泉「グランドプリンスホテル広島」 ３泊目/有馬温泉「かんぽの宿有馬」
１

旅のポイント
❶人気の近畿＆山陽８つの桜名所を効率よく巡ります
❷名物あなごめし弁当など嬉しい全行程１２食付き！
❸日本三古湯「有馬温泉」＆広島温泉＆神戸に宿泊
❹安芸の宮島や尾道、岡山後楽園など山陽を満喫
❺吉野山の桜が全く咲かない時は大阪城と奈良のお花見へ

旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号

石塚サン・トラベル（株）
〒310-0012 茨城県水戸市城東 1-3-17 弓和ﾋﾞﾙ 3 階
総合旅行業務取扱管理者 綿引 薫
企画部 TEL029-303-7650 FAX029-224-0603
▼ツアーお申し込み・お問い合わせはこちら▼

フリーダイヤル ０１２０－３１７０５５
営業時間 ９：００～１７：３０（土・日・祝は休み）
（営業時間を過ぎてからの添乗員緊急電話やＦＡＸによるツアー
お取消し・変更は、翌営業日扱いとなりますのでご了承下さい）
＊詳しい旅行条件書をお渡しします。
事前にご確認の上お申し込み下さい。
＊最少催行人員２０名（特に記載の無い場合）

１泊目/神戸市内「ホテル北野プラザ六甲荘」
異国情緒あふれる
神戸北野異人館の
エリアに建つホテル
ホテルにて和食
御膳の夕食をご用意

瀬戸内海を見渡すお部屋
と最上階の朝食が自慢
お部屋にバストイレ付
*展望露天風呂「瀬戸の湯」
利用は別途 2150 円が
かかります

有馬の名湯「金泉」
の湯を引く赤褐色の
にごり湯が魅力
料理長自慢の夕食も
好評です！外湯巡り
も楽しめます

●お申し込みはお電話で、ツアー番号・出発日と下記詳細をお知らせ下さい
●ツアー取消料はお一人様につき発生致します
お名前・住所・電話番号・生年月日・希望乗車地をお知らせ下さい。(会員様は会員番号でＯＫ) ↓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
●出発確定しましたら、ツアー出発日の３日前までにご入金下さい
航空機
バス旅
日帰り
ご来店又は下記口座へお振込でご入金下さい。お振込み用紙は発送しておりません。
船・ＪＲ
宿泊
夜行
お手数料はお客様のご負担にてお願い致します。
２０～15日前 ２０％
―
―
14～8日前
２０％
―
【お振込先】 口座名義： 石塚サン・トラベル（株）
7～4日前
３０％
―
常陽銀行 石塚支店
みとしん 袴塚支店
郵便局 記号１０６２０
３～２日前
３０％
普）１３５９８７０
普通）１０４１６６９
番号 ３６１４６９５１
前日
４０％
●旅のしおりを発送します。当日のご参加お待ちしております
当日
出発１週間前を目安に最終日程表をご参加者全員に発送いたします。（遅くとも旅行開始日前）
５０％
旅行前
●下記乗車場所よりご希望乗車地をお選び下さい。（途中乗車不可・15 名以上は希望場所受付）
旅行開始後・
★印の乗車地はツアー専用駐車場有り。ツアー受付時同時予約願います。＜１日につき２００円＞
１００％
無連絡不参加
★那珂市
★水戸市
勝田駅
水戸駅
赤塚駅
●催行人員に満たない場合はツアー中止となります
菅谷専用
佐和駅
専用駐車場
西口
南口
南口
駐車場
（ﾊﾟｰﾗｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ様Ｐ内）
出発日の１４日前までにお電話かハガキでご連絡します

