
※写真はすべて
　イメージです。関西 06-6733-4000「ロイヤル・グランステージ四季の華」専用電話番号お問い合わせ・

お申し込み
電話
受付

月～金 9：15～17：30
　土　 9：15～13：00
（日・祝日は休業）

●9月以降出発（予定）の旅行に関しては、地域共通クーポンが付与されます。付与開始日が確定次第、弊社ホームページ等でお知らせいたします。●東京都居住の方はGoToトラベル事業の支援対象外となり、支援金・地域共通クーポンは適用されません。支援金適用前の旅行代金がお支払い額となります。（地域共通クーポン券の配布もござ
いません。予めご了承ください。）最新情報は、弊社ホームページやコールセンター等にてご確認ください。令和2年7月22日現在●支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。弊社はお客様に代わって支援金を受領（代理受領）いたしますので、お客様には、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお
支払いいただきます。なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準とした所定の取消料を申し受けます。お客様におかれましては、弊社による代理受領についてご了承の上、お申し込みください。●ご旅行で利用する宿泊施設が、GoToトラベル支援事業の登録を取り消された場合、ご旅行終了後であっても、支援の対象外となる場合があります。
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2020年8月20日発行
〈旅行設定期間〉

2020年9月～2021年1月

2
    倉敷・美観地区と
金刀比羅宮
のお膝元　 ことひら温泉「敷島館」日間

ロイヤルクルーザーで行く1名1室の旅

     オーベルジュ・ド・ぷれざんす桜井にて
フレンチフルコース日帰り

一面に広がるススキの絶景｢曽爾高原｣

　  琵琶湖に浮かぶ迎賓館
「びわ湖大津館」でランチ日帰り

びわ湖テラス・ミシガンクルーズで山頂と船上からの展望を満喫1名1室の旅名宿に寛ぐこまのたびびとこまのたびびこまのたびびとこまのたびびこまのたびびとと

外観

ススキの見頃：例年10月上旬～11月下旬ススキのススキのススキの見見頃：見頃：例ススキのキススキのススキのススキの見頃見頃見頃見頃
曽爾高原

3
    山中温泉「吉祥やまなか」・
和倉温泉「加賀屋別邸 松乃碧」日間

古都金沢の新名所へもご案内

クラブツーリズム最上級バス

未成年の方のご参加はご遠慮いただいております。ロイヤルクルーザー　関西 検索
ロイヤルクルーザー
四季の華 碧号

ロイヤルクルーザーの窓側席のみ利用 11名様限定

客室（一例）

前田家ゆかりの茶室のある庭園や、輪島塗、九谷焼、加賀友禅、金箔など加賀の
伝統美で統一された館内はさながら美術館。上質なおもてなしで最上級の寛ぎを。

加賀屋別邸 松乃碧加賀屋別邸 松乃碧
前田家ゆかりの茶
伝統美で統一され

加加
2泊目 和倉温泉

・お茶室　・お部屋の冷蔵庫　
・湯あがりラウンジ（ドリンク・アイス）
・夕食朝食時の飲み物（一部例外あり）

加賀屋別邸 松乃碧
インクルーシブ

名勝・鶴仙渓沿いに佇む湯宿。四季折々の加賀山海
の幸を堪能し、湯に癒され、加賀の贅を余すところなく
堪能する極上の時間をお楽しみいただけます。

名勝・鶴仙渓沿い
の幸を堪能し、湯に

吉祥やまなか吉祥やまなか
1泊目 山中温泉

露天風呂

夕食（一例） 茶室 ロビー

天王寺（9:00発）＝新大阪（9:40発）＝安倍文珠院（コスモス観賞）＝オーベルジュ・
ド・ぷれざんす桜井（高級フランス料理店「ひらまつ」がプロデュースするオーベル
ジュにて大和野菜など奈良の食材を使ったフランス料理のランチ）＝曽爾高原（一
面ススキの絶景を散策）＝天王寺（18：30着予定）＝新大阪（19:00着予定）

=同行 312名 81名 f同乗 busc奈良交通または奈良観光バス

日
帰
り

※花の見頃は気象条件等により多少前後する場合がございます。

tyt

オーベルジュ・ド・
ぷれざんす桜井 昼食（一例）

新大阪（9：00発）＝倉敷・美観地区（白壁の街並みを各自自由散
策）＝ことひら温泉・御宿 敷島館（泊）　※金刀比羅宮のお膝元
表参道沿いに佇むお宿。和会席の夕食 ttz

=同行 38名 81名 f同乗 9不可 busc奈良交通または奈良観光バス

1

ことひら温泉(ご希望の方は9：00頃より金刀比羅宮参拝へご案内／
ゆっくり11：00出発)＝高松・郷屋敷(国指定有形文化財登録を受けた
高松藩旧与力のお座敷にて手打ちうどんの昼食)＝新大阪(17：30着
予定)　※金刀比羅宮へは片道785段の階段がございます xyt

2

こんぴらさんを思わせる風格を醸し出した、和の趣漂う
湯宿。こだわりの料理と、天然温泉をお楽しみください。

御宿 敷島館御宿 敷島館

夕食（一例）

こんぴらさんを思わ
湯宿。こだわりの料

御宿御宿
ご宿泊 ことひら温泉

新大阪（8:30発）＝京都（9:40発）＝若狭小浜（鯖寿司と和食の昼食）＝瓜割の滝
（名水百選の滝）＝山中温泉・吉祥やまなか【A】（泊）　※16:30頃の到着。山中
節の披露などをお楽しみください tyz

=同行 312名 82名 f同乗 9不可 busc奈良交通または奈良観光バス

山中温泉（9:00発）＝瑞龍寺(富山県で唯一の国宝に指定されている寺院）＝氷
見うみあかり（和食の昼食)＝雨晴海岸(富山屈指の絶景名所）＝和倉温泉・加賀
屋別邸 松乃碧（泊）　※16:00頃の到着 xyz

2

和倉温泉（9:30出発）＝国立工芸館（東京から移転し今年10月開館／人間国宝
の作品を含む美術工芸品を観賞／9月28日出発は金沢21世紀美術館にご案内
します）＝鼠多門・鼠多門橋（約140年ぶりに復元）＝金沢ニューグランドホテル
（フランス料理の昼食）＝京都（19:00着予定）＝新大阪（20:00着予定） xyt

3

1

※名水百選は環境省による選定
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ご旅行代金が最大で半額相当補助されますご旅行代金が最大で半額相当補助されます
旅して日本を盛り上げよう！ クラツー go toキャンペーン

通常34～46名のバスの定員を
最大19名様までに制限

● 1人2席または窓側席
のみの利用

19名
以下

出
入
口

運
転
席

添
乗
員

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

● 他グループとの相席なし
● 一列あたり最大3名乗車
● ご夫婦の隣座席は空ける　ほか

バスの乗車イメージ図 
※11列シートバスの場合

通常34～46名のバスの定員を
最大30名様までに制限
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以下

出
入
口

運
転
席

添
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

コースごとに下のマークを明記します。

多彩なツアーを特集ページで公開中！ 当カタログ未掲載のコースはWEBで！！
ツアーの検索は弊社ホームページの特集ページへ！ とっても簡単！ たった❷ステップでアクセス

検索後に表示される
弊社特集ページへの
リンクをクリック！

ステップ❶ ステップ❷
パソコンや
スマートフォン
から

ページ内掲載の
「カタログ未掲載ツアー」

をクリック！
●寺社仏閣　●美術館　●名城　
●日帰りハイキング　●日帰り登山
●紅葉ハイキング・登山　など

右記の
検索ワード
を入力

クラブツーリズム ○○○○

1

2

3

4

ツアー参加人数を限定し、人と人との
距離を考慮したバス座席へご案内します　

自由散策など密を避ける観光と
長めの滞在時間をご用意します

各業界の対策ガイドラインを遵守している
観光・食事・宿泊施設を選定します

※その他クラブツーリズムの安全・安心に向けた取組みについては同封の別紙をご参照ください
※このほか、小型バス・中型バスなどバスのタイプにより最大人数は異なります。詳しくはお問い合わせください。

バスの車内換気に配慮します

バス乗車人数による安全・安心の取り組みの一例

客室（一例）

夕食（一例） 露天風呂山中節

エントランス

バス車内のおもてなし
眺望のよい大きな窓と
広々ゆとりのバス座席
安心のトイレ付バス
傘の貸し出しサービス 
スリッパやおしぼりをご用意 
乗務員（バスガイド）がご案内します
※一部コースでは現地の専門ガイドとなります

114,000円 14,000円 100,000円 6,000円
旅行代金 1名1室 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

Z26日 X10・11・18日 C2日出発日

コース番号 RG107-D28

コース番号 RG282-D28

42,000円 7,000円

35,000円 3,000円

旅行代金（おひとり） 支援金

お支払い実額 地域共通クーポン
■Z2・3・4・
15・18・22・
24・31日

出発日

びわ湖テラス

新大阪(9:30発)＝大津港R〈ミシガンクルーズに乗船し船上から比良山系を展望〉R柳ヶ崎湖畔公園港…びわ湖大津
館（国内外の要人たちを魅了した「旧琵琶湖ホテル」にてフレンチの昼食／昼食後は四季折々の花々が楽しめるイン
グリッシュガーデンもお楽しみ）＝びわ湖バレイ（ロープウェイ乗車とびわこテラス）＝びわ湖大橋米プラザ（立ち寄り）
＝新大阪(19:00着予定)

=同行 312名 81名 f同乗 busc奈良交通または奈良観光バス

日
帰
り

tyt

コース番号 RG280-D28

36,000円 7,000円 29,000円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■Z1・5・6・7・11・16・17・23・25・27・28・31日出発日

17名
以下

17名
以下

11名
以下

17名
以下

コース番号 RG202-D28

176,000円 28,000円 148,000円 12,000円
旅行代金（おひとり）

2～3名1室

支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■L28日  Z28日  X3・12日  C10・15・24日出発日

おひとり様、1泊あたり最大2万円、日帰り1万円が補助されます

※一部キャンペーン対象外コースもございます。



注意事項 ※歩行時間・標高差は目安となります。例えばこれらが初級の範囲内でもルートの難易度などにより中級でご案内する場合もあります。※歩行時間は登山地図・ガイドブックやガイドの情報、過去のツアーの記録などを勘案した標準
的な時間です。天候やルートの状況・混雑度、ツアー参加者の体力や技量などにより大幅にずれる場合もあります。※歩行時間には休憩時間や他登山者とのすれ違い待ちなどの時間は含みません。実際の行動時間にはこれらが加わります。

●宿泊施設の基準をつくり、「弊社独自調査」と「お
客様ツアーアンケート」にもとづいて宿泊施設の設備
を弊社独自の基準で［S・A・B・C］に分類しています。
（Sがもっとも良い）。詳しくは弊社ホームページをご覧
ください。※行程内の【S】【A】【B】【C】も同様にランク
を示しています。●「おもてなしの宿」とは、実際に宿泊
されたお客様からのツアーアンケート（おもてなし評点）
をもとに認定した「おもてなし満足度」の高い宿です。

●２０２０年５月２０日乗車分から、東海道・山陽・九州新幹線に３辺の合計が１６０㎝を
超える荷物（以下、「特大荷物」）を車内に持ち込む場合は、事前に特大荷物スペース
つき座席の予約が必要ですので、旅行申込時にお申し出ください（予約料は無料です
が、席数には限りがあります）。また、予約できた場合でも、他のお客様と号車・座席が
離れることがあります。なお、３辺の合計が２５０㎝を超える荷物はお持ち込みいただけま
せん。事前予約せずに「特大荷物」をお持ち込みされた場合、車内で手数料（１，０００
円・税込）をお支払いいただく必要がありますので、なるべく荷物は小分けにしていただ
くようお願いいたします。ご不明な点は、弊社予約センターにお問い合わせください。

=（ツアーディレクター［添乗員］）  8（最少受付人員）  3（最
少催行人員）  f（バスガイド）  9（相部屋） busc（利用バ
ス会社） F（オプショナルツアー） ＝C（バスまたはタクシー） 
T（JR） S（JR以外の私鉄）Z（トロッコ） Y（ケーブルカー） 
Q（ロープウェイまたはリフト） RG（水上交通） B（航空機） 
…（徒歩または自由行動） x（朝食） y（昼食） z（夕食） u
（弁当） s（夜食） n（部屋食） o（軽食） t（なし） ◎（入場
観光） ○（下車観光） △（車窓観光）

お問い合わせ FAX 24時間受付

管理番号：00105
2020年8月20日発行

〒542-8566大阪市中央区難波4丁目1番15号近鉄難波ビル
［総合旅行業務取扱管理者 勅使河原 大二］　観光庁長官登録旅行業第1693号

旅行企画・実施

●天候・交通事情などにより、時間・場所などを変更することがあります。●旅行
サービスの内容、発着時間については、2020年7月1日を基準としています。
●詳しい旅行内容を記載した書面（パンフレット）を送付いたしますので、事前に
ご確認のうえお申し込みください。●旅行代金には消費税等諸税が含まれてい
ます。※全ての自然現象、植物は諸条件によりご覧いただけない場合がありま
す。※見頃は前後する場合があります。※写真はすべてイメージとなります。

総合旅行業務取扱管理者は、お客様
の旅行を取り扱う営業所での取引に
関する責任者です。この旅行契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点
があれば、ご遠慮なく右記の総合旅行
業務取扱管理者におたずねください。

ハイキング 登山ウォーキング
ウォーキングレベル

歩行時間

難易度の目安

標高差（1日） ほぼ平坦

ほぼ平坦に近い舗装
路。スニーカーOK。

ほぼ平坦な道。初めて
のハイキングに最適。

登り下りがある経験者向
け・軽登山コースを含む。

登山に比べ平坦
なコース。

ハイク入門
100m未満

ハイク初級
100m以上

ハイク中級
300m未満

登山入門 登山初級A 登山中級B登山中級A

5時間以内 3時間以内 2～5時間程度 5時間以上

500m以内

4時間以内

500m以上

4時間以上

登山初級B

5時間以上

700m以上

7時間以上6時間以上
はじめての登山、登山をお休
みしていた方に最適なコース。

登山入門より歩行時間や標高差が増えます。体
力維持や中級へのステップアップにも最適です。

本格的な登山コースです。登山入門・初級コー
スを経験してからのご参加をお願いします。

●お客様へ／ツアー
出発日から起算して5
営業日前（土・日・祝
日は除く）を過ぎたお
申し込みのお支払い
方法は、カード決済
のみ承ります。あらか
じめご了承ください。

マ
ー
ク
の
見
方

関西テーマ旅行センター

06（6733）0090 0742（24）1201関西

【ツアーお申し込み時のお願い】歩行や視聴覚などがご不自由な方、動物アレルギーのある方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別な配慮を必要とする方は、お申し込みの際に必ずお申し出ください。
※ツアーのお申込時に、ご同行者のお名前・住所・電話番号・生年月日をお伺いいたします。詳しくはご予約の際にご案内します。 

クラブツーリズム バス会社一覧ツアーを運行するバス会社の指定がないコースにつきましては、弊社ホームページの「利用バス
会社一覧」に記載されているバス会社を利用します。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。運行バス会社のご案内 バス会社の確認はwebで

電話受付時間（日・祝は休業）
月～金 9：15～17：30
　土　 9：15～13：00

●9月以降出発（予定）の旅行に関しては、地域共通クーポンが付与されます。付与開始日が確定次第、弊社ホームページ等でお知らせいたします。●東京都居住の方はGoToトラベル事業の支援対象外となり、支援金・地域共通クーポンは適用されません。支援金適用前の旅行代金がお支払い額となります。（地域共通クーポン券の配布もございません。予めご了承ください。）最新情報は、弊社ホームページやコールセンター等にてご確認ください。令和2年7月22日現在●ご旅行で利用する宿泊施設が、GoToトラベル支援事業の登録を取り消された場合、ご旅行終了後であっても、支援の対象外となる場合があります。
●支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。弊社はお客様に代わって支援金を受領（代理受領）いたしますので、お客様には、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準とした所定の取消料を申し受けます。お客様におかれましては、弊社による代理受領についてご了承の上、お申し込みください。

※写真はすべてイメージです。

山あるき

日
帰
り

各地発＝谷瀬の吊橋（車窓）＝ホテル昴（松花堂弁当の昼食）＝熊野古道小辺
道・果無集落（世界遺産／「天空の郷」と称される秘境へ）＝玉置神社（世界
遺産の参詣道「熊野奥駈道」／樹齢3000年といわれる神代杉など）＝各地
（20：45予定） tyt

※当コースは小型バスにて運行します

=同行 310名 81名 fなし busc帝産観光バスまたは同等

日
帰
り

天王寺（7：45発）＝新大阪（8：45発）＝大塚国際美術館（5時間滞在／ツアーでしか
食べることができない数量限定の特別メニュー、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画
「最後の晩餐」にちなんだ地産地消のランチ）＝各地（19：15～19：45予定）tyt

=同行 315名 81名 fなし busc帝産観光バスまたは同等

日
帰
り

大阪難波（10：00発）S〈近鉄・新型特急「ひのとり」／レギュラーシート〉S大阪
上本町・鶴橋・大和八木（途中乗車可）S近鉄名古屋（12：06着）…（徒歩約15分）
…名古屋丸八食堂（名古屋名物「ひつまぶし」の昼食／ヒレとんかつと手羽先付
き／昼食後、自由行動約3時間）…近鉄名古屋S〈近鉄特急／指定席〉S大和八
木・鶴橋・大阪上本町（途中降車可）S大阪難波（18：56～19：55着） tyt

=同行 315名 81名 fなし

日
帰
り

大阪上本町（8：15～9：30発）S〈近鉄団体専用列車「楽」〉S鶴橋・大和八木（途
中乗車可）S鳥羽…（徒歩約3分）…戸田家（伊勢志摩の海の幸満載の会席料
理／鳥羽湾を望む趣の異なる温泉露天風呂）…（昼食・入浴後、出発まで自由
行動）…鳥羽S〈近鉄団体専用列車「楽」〉S大和八木・鶴橋（途中降車可）S大
阪上本町（19：15～20：30着）　 tyt

=同行 360名 81名 fなし

日
帰
り

大阪上本町（8：15～9：30発）S〈近鉄団体専用列車「楽」〉S鶴橋・大和八木（途
中乗車可）S宇治山田…（自由行動／伊勢神宮など各自でお楽しみ下さい）…
宇治山田S〈近鉄団体専用列車「楽」〉S大和八木・鶴橋（途中降車可）S大阪上
本町（19：15～20：30着） ttt

=同行 360名 81名 fなし

日
帰
り

歩行約９km、約４時間　竹田（7：30発）＝新大阪（8：40発）＝あすか夢の楽
市…亀石…鬼の雪隠…猿岩…高松塚古墳＝岩屋山古墳…牽牛子塚古墳…
益田岩船＝今井町（江戸の町並み）＝各地（18：30～19：30予定） tyt

=同行 315名 81名 fなし busc帝産観光バス同等

日
帰
り

走行約20km　新大阪（7:30～9:00発）T新神戸・姫路（途中乗車可）T〈新
幹線ひかり〉T福山T〈新幹線こだま〉T三原…三原港R瀬戸田港…瀬戸田
（自由昼食）…瀬戸田町観光案内所（自転車をフィッティングしてスタート）
…多々羅大橋…道の駅多々羅しまなみ公園（買い物）…〈往路戻り〉…瀬戸
田（ゴール）…瀬戸田港R尾道港＝新尾道T〈新幹線こだま〉T福山T〈新幹
線のぞみ〉T新神戸（途中降車可）T新大阪（20:00～21:00着） ttt

=同行 315名 81名

　神々の棲む杜
熊野三山の奥宮「玉置神社」
天空の郷と
称される秘境「果無集落」 日帰り
　神々の棲む杜
熊野三山の奥宮「玉置神社」
天空の郷と
称される秘境「果無集落」 日帰り

大型バスでは行けない2つの世界遺産

            大峯本宮天河大辨財天社
尾根沿い
が染まる「行者還林道」の絶景紅葉 日帰り

            大峯本宮天河大辨財天社
尾根沿い
が染まる「行者還林道」の絶景紅葉 日帰り

マイクロバスでしか行けない秘境へ

普段は運行していない団体専用列車
今年夏リニューアル

日
帰
り

新大阪(7:40発）＝別子銅山・端出場（別子銅山を見学／ガイドの案内付き
／昼食）＝別子銅山･東平（かつて鉱山でにぎわった町並み散策）＝新大阪
(20:50予定) tyt

※紅葉の見頃：11月上旬～下旬 ※気象状況により紅葉の見頃は前後する場合がございます。

=同行 315名 81名 fなし busc帝産観光バスまたは同等

日
帰
り

各地＝大峯本宮天河大辨財天社（芸能の神を祀るパワースポット）＝料理旅
館 まえひら(特製幕の内弁当の昼食)＝行者還林道（尾根を縫うように染ま
る絶景の紅葉）＝各地（18：00予定） tyt

※紅葉の見頃：10月中旬～11月中旬 ※気象状況により紅葉の見頃は前後する場合がございます。
※当コースはマイクロバスにて運行します

=同行 310名 81名 fなし busc帝産観光バスまたは同等

コース番号 G4304-D28
出発地 (新大阪8：00発)

Z19・20・21・23・
　　25・29・30・31日 
X2・3・5・6・8・9・10・
　　11・12・13・15日

コース番号 G4303-D28

出
発
日

出
発
日

出発地 (天王寺8：00発)

Z22・24・26・27・28日 
X1・4・7・14日

28,000円 7,000円 21,000円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン 28,000円 7,000円 21,000円 3,000円

旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

日帰りで行く日帰りで行く　　　　東洋のマチュピチュ
紅葉の「別子銅山」 日帰り
　　　　東洋のマチュピチュ
紅葉の「別子銅山」 日帰り

　　　　　　            薩埵峠
        御中道と      青木ヶ原樹海 2
　　　　　　            薩埵峠
        御中道と      青木ヶ原樹海 2日間

しまなみ海道お試しサイクリング 日帰りしまなみ海道お試しサイクリング 日帰り

今年は富士山登山はできないけど…
やっぱり間近で見てみたい！

往復新幹線利用

ガイディングレシーバー付

ガイド同行 サポートカー併走で安心

信州長期滞在 7日間信州長期滞在 7日間
大自然溢れる信州・白馬で暮らすような旅をする

大山を代表するブナと水を感じに…

大塚国際美術館たっぷり
　滞在5時間

　特別

大塚国際美術館たっぷり
　滞在5時間

　特別
メニュー「最後の晩餐」ランチ 日帰り

今春デビュー！
新型名阪特急「ひのとり」往路乗車
「ひつまぶし」と　名古屋　フリータイム 日帰り
今春デビュー！
新型名阪特急「ひのとり」往路乗車
「ひつまぶし」と　名古屋　フリータイム 日帰り

のんびり温泉三昧のんびり温泉三昧
万座温泉長期滞在の旅 6日間

で行く近鉄貸切列車「楽」で行く
旅 日帰り

玉置神社

果無集落

露天風呂

写真は大塚国際美術館の
展示作品を撮影したものです

帰り日帰り
「楽」の予約手配の関係で希望予約（リクエス
ト受付）のみとなります。座席手配完了次第、
書面の発送をもって正式予約となります。座
席確保ができなかった場合は、ツアーを中止
させていただきます。

「ひのとり」の予約手配の関係で11月出
発分は希望予約（リクエスト受付）のみと
なります。座席手配完了次第、書面の発送
をもって正式予約となります。座席確保
ができなかった場合は、ツアーを中止さ
せていただきます。

世界の名画を陶板で原寸大に再現

りき／
木・

り行動）…鳥羽S〈近鉄団体専用列車「楽」〉S大和八木・鶴橋（途中降車可）S大
阪上本町（19：15～20：30着）　 tyt

日間

硫黄濃度日本一（※1）の乳白色のにごり湯
温泉天国 万座温泉で過ごす湯治旅

※1 万座温泉観光協会調べ

●絶景の露天風呂な
ど8つの温泉浴
場をもつ温泉宿
に5連泊
●中日は追加料金な
しで日帰りツアー
にご案内（希望者
のみ）

宿泊
万座温泉
宿泊

万座温泉 日進舘別館日進舘別館

バ でしか行けな

●中
しで
にご
のみ大浴場

コ

Z

　
X

　

出
発
日

28
旅行代

別子銅山

日
帰
り

走行約2
幹線ひか
（自由昼
…多々羅
田（ゴー
線 ぞ

=同行 31

写真提供：広島県

各地
=同行3,000円

地域共通クーポン 28
旅行代

行者還の秋

     奥大山・木谷沢渓流と
大山ブナの森ウォーク 日帰り
     奥大山・木谷沢渓流と
大山ブナの森ウォーク 日帰り

天下分け目の天王山・
山崎城跡ハイク

六甲最高峰六甲最高峰
藤原正和ガイド同行

分け目目の天天天王王山・
山崎城跡ハイク

〔テーマ〕ハイキング体験と山道具の選び方

天下分
山崎城

〔テーマ第1回

お越しください！

山

お越しください！お越しください！お越しください！

現地集合・解散で手軽に山登り！

秋から始める登山教室山あるき山あるき山あ きききききききききき かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららららららららららららららららら るるるるるるるるるるるるるるるめめめめるるるるるるるるるるるるるるるめめめめめめめめめめめめるるるるるるるめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる秋から始める登山教室秋から始める登山教室秋から始める登山教室

駅から登山駅から登山

ブナと天然水に癒やされる

奥大山の秘境！
ブナと天然水に癒やされる

奥大山の秘境！

木谷沢渓流木谷沢渓流

富士山御中道富士山御中道
CMのロケ地で有名な木谷沢渓流にも
訪れます（写真は6月撮影）
CMのロケ地で有名な木谷沢渓流にも
訪れます（写真は6月撮影）

苔むした渓流は絶好の撮影ポイント苔むした渓流は絶好の撮影ポイント

※白馬・栂池の紅葉の見ごろは例年9月下旬～10月中旬　※気象状況により紅葉の見頃は前後する場合がございます。
※当ツアーは当社他支店のツアーのお客様と共同催行となり、1日目ＪＲ塩尻駅にてお待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください

（車両一例）

※★コースA～Dはご
希望のお客様のみ追加
代金なしでご案内しま
す。不参加の場合でも
返金はありません

例車両（車両 例）

新幹線＆特急利用！新幹線＆特急利用！

栂池自然園栂池自然園
コース

D

白馬五竜白馬五竜
コース

A

白馬八方池白馬八方池
コース

C

ハイク初級

登山初級A
登山ガイド同行

と奈良まほろば散歩

線のぞみ〉T新神戸（途中降車可）T新大

ままままままままままままままままままほほほほほほほほほろろろろろろろろろろろろろろろろばばばばばばばばばばばばばばばばば散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散と奈良まほろば散歩と奈良まほろば散歩と奈良まほろば散歩ぐるっ

帰
り

ととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととぐるっぐるっぐるっ

ロマンあふれる古代都市“飛鳥” 日帰り

訪れるたびに深みを増す万葉の里をめぐる…

柳柳生の柳生柳柳生の
みち
2月当当尾佐佐保・

室生
7月

京都府

大
阪
府府府府府

大
阪
府府府府府府

三
重
県

ガイディン

ままままままままままほほほろろろろろろろろろばばば散散散まほろば散まほろば散まほろば散まほろば散まほろば散まほろば散

ロマンあふれる古代都市“飛鳥”ロマンあふれる古代都市“飛鳥” り日帰り

道T〈新幹線こだま〉T福山T〈新幹
阪（20:00～21:00着） ttt阪（20:00～21:00着）

歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩
ぐる…

ングレシーバー付

歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩
…

歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩
全12回

❶約1年かけて、奈良盆地周辺
をぐるっと見どころをいいと
こどりして歩きめぐります。

❷分かりやすい解説に定評の
ある北尻ナビゲーター同行！
学びを深めながら歩けます。

❸昼食・お土産など、毎回
その地にちなんだちょっ
ぴりお楽しみ付き♪

❹全ての回に参加された
方には、完歩証と記念品
を進呈！

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

う
れ
し
い

ポ
イ
ン
ト

う
れ
し
い

ポ
イ
ン
ト

または
自転車はクロスバイク
または から
お選びいただけます

ククイクイイイクイイスバスババイクババイクバスバイク
かから

け すすけ すけまだけます クロスバイク（一例）ク（一例） シティサイクル（一例）

しまなみ海道 
多々羅大橋
（空撮イメージ）

しまなみ海道 
多々羅大橋
（空撮イメージ）

しまなみ海道のツアーを
QRコードで検索！
しまなみ海道のツアーを
QRコードで検索！
クラブツーリズム サイクリング

2020年3月14日デビュー

新型名阪特急
「ひのとり」

車体（イメージ）

座席（イメージ）

ゆったり
ひとり2席利用

確約

ゆったり
ひとり2席利用

確約

係係
受
書
す。
ー

日2020年3月14日
係で11月出係で11月出
受付）のみと
書面の発送
。座席確保
ーを中止さ

2020年3月14日

料理（イメージ）

クラブツーリズム　秋から始める登山 検索

クラブツーリズム　駅から登山 検索

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお越越越越越越越越越越越越越越越越越越しししししししししししししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！！！！！お越しください！お越しください！お越しください！お越しください！お越しください！お越しください！ししししくくくくくだおおおおおおおおおおおおおおお越越越越越越越越越越越越越越越越越越越ししししししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささお越しくださお越しくださお越しくださお越しくださお越しくださお越しくださ
ツアー中の雰囲気や登山の魅力を
スライドを使ってお話します。

※右記のガイドのいずれかがリーダーガ
イドとして同行いたします　※ご参加の
人数が多い場合は右記ガイドの他にサ
ブガイドが同行します ※同行ガイドが
急な体調不良、その他の理由により同
行できなくなった場合は代理のガイドが
同行します

山内竜太ガイド山内竜太ガイド 藤原正和ガイド藤原正和ガイド
開催日時 9月26日（土）

10：00～11：30

会場 近鉄難波ビル9階
説明会会場

コース番号：IB2611-D28

開催日時 9月26日（土）
13：00～14：30

会場 好日山荘　
グランフロント大阪店

コース番号：IB2612-D28

登山をこれまでしたことない方・登山をこれまでしたことない方・
久しぶりに山登りする方も大歓迎！久しぶりに山登りする方も大歓迎！

ハイキングレベルからスタートし、皆様を登山者へと誘います。ハイキングレベルからスタートし、皆様を登山者へと誘います。
丁寧な講習で楽しくステップアップ♪丁寧な講習で楽しくステップアップ♪

登山をこれまでしたことない方・
久しぶりに山登りする方も大歓迎！

ハイキングレベルからスタートし、皆様を登山者へと誘います。
丁寧な講習で楽しくステップアップ♪

1

2

歩行：約7km・約3時間　御殿場＝〈富士スバルライン〉＝奥庭駐車場
…〈富士山御中道ハイキング〉…富士山5合目＝〈富士スバルライン〉
＝鳴沢氷穴…〈案内人同行で青木ヶ原の樹海ハイキング〉…富岳風
穴＝新富士T〈新幹線こだま〉T京都・米原（途中降車可）T新大阪
（19：30～20：40着）

歩行約7km・約2時間30分　新大阪（7：50～10：00発）T京都・米原
（途中乗車可）T〈新幹線こだま〉T静岡＝ゆい桜えび館（昼食）＝さっ
た峠ハイキング(富士山と駿河湾を眺めながらハイキング）＝御殿場・
ホテルルートイン御殿場（泊）※浴場完備のホテルにご宿泊！嬉しい1
名1室もご用意！ tyt

xyt

=同行 38名 81名 fなし 9不可 buscセイシン観光バス同等

富士山
の麓

富士山を望む
東海道の絶景

富士山
の中腹

GoTo
トラベル事業
支援対象

出発日
■L19・26日 
Z4・11・17・24日 
X8・14・15・22日

間

座席（イメージ）

伊勢フリープラン5時間滞在

書面の発送をもって正式予約となります。座
席確保ができなかった場合は、ツアーを中止
させていただきます。

「ひのとり「ひのとり
発分は希
なります。
をもって
ができな
せていた

「「
発
な
を
が
せ

鳥羽「戸田家」でゆったり過ごす
海の幸会席料理と
温泉入浴

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

現地集合・解散 手手軽に山で手散で手

● 分 岐 が 多く道 が 分かりづらい 里 山も
登山ガイドと一緒で安心！
●現地集合・現地解散だから、気軽にご参加！
●展望や歴史、隠れた名所を登山ガイドがご案内！
●天候等、条件が良ければ登山中にティータイ
ムを実施

おすすめポイントおすすめポイントおすすめポイントおすすめポイント

ウォーキング 講師同行

20,000円 7,000円 13,000円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

Z11・15日
出発日

コース番号 G0650-D28

コース番号
B2611-D28

日
帰
り

歩行約7km・約3時間　新大阪（8：00発）＝木谷沢渓流
ウォーク（奥大山のブナ・水を象徴する名所として知られ
CMのロケ地にも！神秘的な雰囲気の渓流沿いのあるき
をお楽しみ！）＝大山ブナの森ウォーク（大山の裾野に広が
るブナの原生林の中をあるきます）＝新大阪（19：10～
20：00予定） tut

=同行 325名 81名 fなし busc中央交通バス同等

ウォーキング

20,000円 7,000円 13,000円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

Z10・15・17・20・24・25・28・31日
X1・3・5・7・8日出発日

コース番号 B2107-D28 60,000円 14,000円 46,000円 6,000円
旅行代金（おひとり）1～2名1室 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

Z8・11・17・21・31日 
X2・7・10・14日出発日

コース番号
B2170-D28

11月以降はコチラをチェック

※北尻ナビゲーターが急な体調不良、その他の理由で同行できなくなっ
た場合は出発日の変更またはツアー中止をさせて頂く場合があります。

10
月

23,800円 7,000円 16,800円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

コース番号 G4330-D28

24,000円 7,000円 17,000円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

X12・16・18・20日出発日

コース番号 G3023-D28

15,000円 5,000円 10,000円 2,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

Z17・18日 
X1・14・23・28・29日出発日

5,800円
旅行代金（おひとり）Z17・18日 

X1・14・15・23・28・29日出発日

コース番号 G3019-D28

16,000円 5,500円 10,500円 2,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

Z2・8・16・23・28日 X5・11・19・24・30日出発日

22,000円 7,000円 15,000円 3,000円
旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

出発日 Z17・18・24日 
X7・8・15・29日

今春新たにレオナルド・ダ・ヴィン
チの名画「白貂を抱く貴婦人」が追
加展示。ゴッホの「ヒマワリ」やフェ
ルメールの「真珠の耳飾りの少女」
など世界の再現名画、約1000点
をお楽しみ下さい。

コース番号 G3024-D28
土日祝出発

土日祝出発

L25・27日 Z1・9・20・25日 
X11・14・26日 W5日出発日

コース番号
G1320-D28

●真珠の耳飾りの少女●システィーナホール

1

2
終日、自由行動。　白馬・グラードインえびすや【C】または同等クラス（泊）
★コースＡ【白馬五竜ハイキングツアー】（ハイク初級）歩行約4km・約2時間　ホテル（9：30～10：30発）＝白馬五竜（Q往復テレキャ
ビン利用！ハイキングをしながら高山植物をお楽しみください）＝ホテル（15：00～16：00予定）

新大阪（7：50～9：00発）T〈新幹線こだま〉T京都・米原（途中乗車可）T名古屋T〈特急ワイドビューしなの〉T塩尻＝（バス車中にて添乗員よ
り滞在中のご案内・日帰りツアーや緊急連絡先等のご説明をいたします）＝白馬・グラードインえびすや【C】または同等クラス（泊） ttz

xtz

3
終日、自由行動。　白馬・グラードインえびすや【C】または同等クラス（泊）
★コースB【上高地ツアー】（ハイク初級）滞在時間約4時間　ホテル（8：00～9：00発）＝上高地（日本屈指の山岳景勝地に
たっぷり４時間滞在）＝ホテル（16：30～17：30予定）
終日、自由行動。　白馬・グラードインえびすや【C】または同等クラス（泊）
★コースC【白馬八方池ツアー】（ハイク中級）歩行約6km・約4時間　ホテル（9：00～10：00発）＝八方Q〈八方アルペンラ
イン〉Q第1ケルン…白馬八方尾根（白馬の山々を映し出す鏡池・八方池までハイキング）…第1ケルンQ〈八方アルペンラ
イン〉Q八方＝ホテル（16：30～17：30予定）

xtt

xtt

xtt5 終日、自由行動。　白馬・グラードインえびすや【C】または同等クラス（泊）

6
終日、自由行動。　白馬・グラードインえびすや【C】または同等クラス（泊）
★コースD【栂池自然園ツアー】（ハイク初級）歩行約7km・約5時間　ホテル（8：00～9：00発）＝栂池自然園（ゴンドラとロープ
ウェイで標高約1800ｍの日本有数の高層湿原をハイキング）＝ホテル（16：00～17：00予定）

7 白馬＝大王わさび農園（見学とお買い物）＝塩尻T〈特急ワイドビューしなの〉T名古屋T米原・京都（途中降車可）T〈新幹線こだま〉T新大阪（16：40～19：00着）

4
xtz

xtz

=同行 325名 81名 fなし 9不可 busc白馬交通同等

120,000円 42,000円 78,000円 18,000円
127,000円 44,000円 83,000円 19,000円

旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

コース番号 B2220-D28 出発日 L13・20・27日 Z4・11・18日

2～4名1室

1名1室

部屋別

30名
以下

30名
以下

30名
以下

19名
以下

30名
以下

30名
以下

30名
以下

1

2 万座温泉（終日、自由行動）・日進舘別館【Ｂ】（連泊）《ご希望のお客様は日帰りツアーにご案内します》ホテル＝草津温泉街＝ホテル

新大阪（8：20～9：50発）T京都・米原（途中乗車可）T〈新幹線〉T名古屋T〈特
急〉T松本＝万座温泉・日進舘別館【Ｂ】（泊） ttz

xtz

3
万座温泉（終日、自由行動）・日進舘別館【Ｂ】（連泊）
《ご希望のお客様は日帰りツアーにご案内します》ホテル＝四万温泉街（国民
保養温泉地第一号に指定された名湯の地／自由散策）＝ホテル

xtz

xtt

5
万座温泉（終日、自由行動）・日進舘別館【Ｂ】（連泊）
《ご希望のお客様は日帰りツアーにご案内します》ホテル＝伊香保温泉街（レ
トロな雰囲気が漂う上州の名湯の地／自由散策）＝ホテル

6 万座温泉＝松本T〈特急〉T名古屋T〈新幹線〉T米原・京都（途中降車可）T新大阪（16：20～17：30着）

xtz

4 万座温泉（終日、自由行動）・日進舘別館【Ｂ】（連泊） xtz

=同行 315名 81名 fなし 9不可 buscラビット観光または同等

※お部屋にはお風呂はついていません ※1名1室の部屋数は限りがございます
※当コースは名古屋駅出発のツアーと共同催行となります

120,000円 42,000円 78,000円 18,000円
150,000円 52,000円 98,000円 22,000円

旅行代金（おひとり） 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

2～4名1室

1名1室

部屋別

コース番号 G3849-D28
X8・15・23・29日 C6日 A17・24日出発日

30名
以下

13名
以下

14名
以下

コース番号 G4306-D28
出発地 天王寺（7：45発)

コース番号 G4307-D28
出発地 新大阪（7：45発)

Z13・17日 
出発日

コース番号
B2305-D28 L22日

出発日

ハイク初級

QRコードからも検索！▶

コース番号 G3361-D28

※当パンフレットからのお申込は承っておりません。詳しくは弊社ホームページをご覧いただくか、お電話にてパンフレットをご請求ください。

※当パンフレットからのお申込は承っておりません。詳しくは弊社ホームページをご覧いただくか、お電話にてパンフレットをご請求ください。

このコースはGoToトラベル事業支援対象ではありません


