8月発行特別号
2020年8月20日発行
旅行設定期間
2020年9月〜2021年1月

Go To
Travel

キャン
ペーン

ご旅行代金が
最大で半額相当
補助されます

十和田湖遊覧船
船上から優雅に紅葉狩り。
見ごろは例年10月中旬〜下旬

検索

蒲郡温泉「風の谷の庵」のデッキ

3列シート定員17名限定 安心のトイレ付きバス

本カタログに
掲載されていないツアーも掲載

本革仕様のリクライニングシート

検索

車内︵イメージ︶

クラブツーリズム ロイヤルクルーザー

仙石原温泉「ザ・ひらまつホテルズ＆リゾーツ仙石原」の客室（一例） 富士河口湖温泉郷「ふふ河口湖」の夕食（イメージ）

ロイヤルクルーザーの
紹介動画や
車内360°
カメラ映像も
公開中

「紅葉」特集

クラブツーリズムの

最上級
国内旅行
名宿に寛ぐ

１名１室
の旅

四季の華 紅葉

検索

「独楽の旅人」特集
独楽の旅人

検索

安心して旅行にご参加いただくために

ご旅行代金が最大で半額相当補助されます

〜新型コロナウイルス感染予防に対する取り組み〜

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

Go To トラベル キャンペーン

クラブツーリズムでは、お客様および弊社スタッフや地域
の皆様に対して、国や自治体・各業界の対策ガイドラインの
元、当面の間、感染症予防のために以下の基本対策を徹底し、
安心してご利用いただけるように取り組んでまいります。

旅行代金の半額相当分
（おひとり様一泊あたり最大2万円、
日帰り旅行1万円のクーポンや割引が付与
されます。補助額は約70％が旅行代金の割引
（支援金）
にあてられ、残りの30％が現地で利用できる地
域共通クーポンに割り当てられます。各ツアーの補助額は料金欄をご覧ください。
※地域共通クーポンは9月出発以降のツアーに付与予定です。

………………クラブツーリズムの取り組み………………

82名 312名 =同行 f同乗 9不可
各コースに旅行代金、支援金、お支払い
ス会社 奈
奈良交通または奈良観光バス
交通ま は奈良観 バス
実額、地域共通クーポンを記載しています。 RG000-D08 バス会社
コース番号

宿泊ツアーの一例
旅行代金2万円

キャンペーン補助
1万円相当

旅行代金
お支払い実額 地域共通
支援金
（おひとり） クーポン
（おひとり）
X29日 2〜3名1室 263,000円 28,000円
235,000円
0円 12,000円
出発日

部屋別

お支払い実額

キャンペーン
割引
地域共通
国からの
による
クーポン （支援金）
（地域共通クーポン 3,000円 7,000円 支援対象前の キャンペーン

1万3,000円
3,000円含む）

金額です

92.8

支援金です

現地で
支援金を
使えます
差し引いた
お支払い （9月以降の付与
予定です／
金額です
7月22日現在）

各業界の対策ガイドライン
を順守している観光・食事・
宿泊施設を選定します
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

クラブツーリズムに安全・安心に向けた取り組み
についての詳細は同封の宛名台紙にも記載され
ていますのでご確認ください
TD満足度（※2）

クラブツーリズム最上級国内旅行ブランド

％ ロイヤル・グランステージ 四季の華 98.4％

お客様満足度（※1）

（※1）
お客様満足度：2019年4月〜2020年3月のご参加者対象お客様アンケートより。5段階評価中「満足」
「ほぼ満足」の占める
割合
（有効回答数23,869枚）（※2）
TDお客様満足度：2019年4月〜2020年3月出発のご参加対象お客様アンケートより。
5段階評価中満足・ほぼ満足の占める割合
（有効回答数24,097枚）

「極みの宿」は、
ロイヤ
ル・グランステージの
ツアーにご参加いただ
いたお客様のツアー
アンケートの宿泊施設
の評価をもとに総合評
落ち着きある大人のための旅
価 90 点以上を獲得
した、おもてなしに優れた宿泊
未成年の方のご参加はご遠慮いただいております
施設を選定しています。
（2019
弊社最上級Sランク指定の旅館・ホテルにご宿泊
年 4 月〜 2020 年 3 月のご参
※Sランク以外でも、特色があり評価が高い施設を利用する場合もあります 加者対象アンケートにおける施
設総合表評価の 5 段階評価
往復の列車はグリーン車・禁煙席を利用
より。有 効 回 答 数45,593 枚
※秋田・山形・九州新幹線、
在来線特急は一部例外があります ※「極みの宿」はクラブツーリズ
ム株式会社の登録商標です。
お帰りの手荷物宅配サービス
※おひとり様おひとつ
（25キログラムまで）
。日帰りツアーを除きます 登録商標 第 5353685 号

8 つのこだわりとお約束
経験豊富なツアーディレクター
（TD）
とバスガイドがご案内
※コースにより例外があります

ツアーディレクターより電話によるご挨拶
※代表者様におかけします。ご不在時は前日21：00までをめどに数回おかけします

12名様からツアーは催行します。
ツアーの平均参加人数は14名（2018年各ツアーの平均）
ゆとりの行程でご案内
宿泊施設へは16：30頃までに到着、朝は9：00頃以降の出発です

7

（祭りなどのイベント、夜・朝の自然観賞、宿泊施設外でのお食事などの場合を除きます） 東海道・山陽・九州新幹線に3辺の合計が160㎝を超える荷物を車内に持ち込む場合はお電話にて事前にご相談ください

３列シート 足元ゆったりで 化粧台付き 眺望の良い 本革シート
定員17名
らくらく トイレ完備 大きな窓
幅51㎝

眺望のよい大きな窓と広々ゆとりのバス座席
化粧台付きトイレで安心
傘の貸出サービス
スリッパやおしぼりをご用意
化粧台付きトイレ
足元ゆったり17席バスで行く日帰り旅

日帰り

「翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都」の昼餐
風光明媚な嵐山で季節を感じる

Go Toトラベル事業支援対象

Go Toトラベル事業支援対象

81名 312名 =同行 f同乗
RG288-D08 バス会社 奈良交通または奈良観光バス

81名 312名 =同行 f同乗
RG284-D08 バス会社 奈良交通または奈良観光バス

コース番号

7,000円

お支払い実額
（おひとり）
27,000円

地域共通
クーポン
3,000円

出発日

X21・22・25・28・29日 C2日
12

11

旅行代金
（おひとり）
36,000円

支援金
7,000円

お支払い実額
（おひとり）
29,000円

地域共通
クーポン
3,000円

天王寺（9：00発）＝新大阪（9：40発）＝光明寺
（紅葉観賞）＝翠嵐ラグジュアリーコレクション
ホテル京都（京料理の昼食）…嵐山を自由散策
（約2時間）＝新大阪（17：00着予定）＝天王寺
（17：30着予定） ※11月28日出発は、嵐山散
策後13：30頃からの昼食となります tyt

日帰り

嵐山で自由散
策 ︒紅 葉の見 ご
ろは例年 月下
旬〜 月上旬

ツアーお申し込み時の
お願い

34,000円

支援金

コース番号

新大阪（8：30発）＝天王寺（9：10発）＝花菱（精進料理の
昼食）…金剛峯寺（内部拝観）＝壇上伽藍（高野山の二大聖
地のひとつ）＝高野山・奥之院（ガイド同行でご案内／ガ
イディングレシーバー付き）＝恵光院（明智光秀ゆかりの
お寺。明智家の桔梗の家紋入り限定御朱印授与）＝天王
寺（18：00着予定）＝新大阪（18：30着予定） tyt

日帰り

11

X1・2・3・7・8・9日

壇上伽藍

月下旬〜 月上旬

10

旅行代金
（おひとり）

日帰り

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。

※写真はすべてイメージです

紅葉に染まる天空の聖地
専門ガイドとめぐる世界遺産高野山

出発日

ゆったりリクライニングシートで快適

バス車内でのおもてなし

定員 17 名のゆったりとした車内が自慢のクラブ
ツーリズム最上級バス「ロイヤルクルーザー」なら、
長時間の移動でも疲れずお座りいただけます。本革
仕様のゆとりある座席や化粧台付きトイレを備えた
車内で移動の時間も快適にお過ごしください。

足元ゆったり17席バスで行く日帰り旅

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

定員
１７名
限定

紅葉の見ごろは例年

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︑
Ｇｏ Ｔｏ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︒

ツアーディレクター
（添乗員）
および
弊社スタッフは、検温等の体調管理を
徹底し、業務中はマスクまたは
フェイスシールド等を着用します
車内換気システムのあるバスを
利用します
（一部、島しょ部を除く）
バス車内は毎日接触箇所を消毒します

Go Toトラベル事業支援対象

掲載ツアーのご案内

2

2020.8

車体
︵イメージ︶

３日間

あわら温泉｢別邸 個止吹気亭｣ 山中温泉「花紫」
「加能ガニ」
「越前ガニ」を食す

１泊目 あわら温泉 グランディア芳泉 別邸 個止吹気亭

越前ガニ
夕食は、新鮮な黄色タ
グ越前ガニおひとり1
杯付き。繊細かつ上質
な甘さをご堪能くださ
い
（イメージ）

Go Toトラベル事業支援対象
82名 312名 =同行 f同乗 9不可
RG124-D08 バス会社 奈良交通または奈良観光バス
コース番号

部屋別

X15・26・29日 C3日

2〜3名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

263,000円 28,000円

235,000円

12,000円

新大阪（9：00発）＝京都（10：00発）＝納屋孫（老舗料亭にて和食の昼食）
＝教林坊（竹林と紅葉のコントラストが美しい白洲正子氏ゆかりの名
1 園）＝あわら温泉・グランディア芳泉 別邸 個止吹気亭（泊）
※温泉露天風呂付きスイート客室をご用意しました。越前ガニおひとり
1杯付きの夕食
tyz
あわら温泉＝那谷寺（北陸の紅葉名所）＝金沢ニューグランドホテル（洋
食料理の昼食）＝兼六園（紅葉の庭園へ）＝鶴仙渓（紅葉に彩られた松尾
2 芭蕉ゆかりの地）…山中温泉・花紫（泊）
※夕食は、料理人が腕を振るう解禁直後の旬の絶品｢加能ガニ特別会席｣
をご用意
xyz
山中温泉＝一乗谷朝倉氏遺跡（国指定特別史跡。戦国時代に朝倉氏五代
が103年にわたって越前の国を支配した城下町跡）＝開花亭sou-an（和
3 モダンな店内でいただく和食の昼食）＝養浩館庭園（福井藩松平家別邸
の紅葉名所）
＝京都
（17：20着予定）
＝新大阪（18：30着予定）
xyt

9

温泉
露天風呂付き
スイート客室
伝 統と格 式 が息
づく大人のリゾート。
一客一亭の贅をつく
したおもてなしで、
上
質なひとときをお過
ごしください。

客室
（一例）

２泊目 山中温泉 花紫
加能ガニ特別会席付き
金沢の奥座敷・山中温泉の
自然豊かな鶴仙渓のほとり
に立つ名宿。北陸屈指の名
湯をどうぞご堪能ください。

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

兼六園

紅葉の見ごろは例年11月上旬〜下旬

紅葉の見ごろは例年11月上旬〜下旬

名湯 あわら温泉・城崎温泉

３日間

温泉露天風呂付き客室「別邸 個止吹気亭」
初秋の美味を味わう「西村屋本館」旬の松茸会席
Go Toトラベル事業支援対象
82名 312名 =同行 f同乗 9不可
RG220-D08 バス会社 奈良交通または奈良観光バス
コース番号

出発日

部屋別

L22・30日 Z20日

2〜3名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）
197,000円 28,000円

2020.8

上／加能ガニ特別会席
（イメージ）
右／落ち着きのある上質な客室（一例）。
紅葉の見ごろは例年11月上旬〜中旬

２泊目 城崎温泉

西村屋 本館
創業160年の歴史と伝統
を今に伝える山陰屈指の純
日本旅館。城崎の名宿で至
福の時をお過ごしください。

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
169,000円

12,000円

新大阪（9：00発）＝京都（10：10発）＝琵琶湖マリオットホテル（洋食の
昼食）＝ローザンベリー多和田（香り高い秋バラやカラフルな秋の花々
1 が園内を彩ります）＝あわら温泉・グランディア芳泉 別邸個止吹気亭
（泊） ※16：30到着予定。全16室の温泉露天風呂付きスイート客室に
宿泊。夕食は季節の会席料理
tyz
あわら温泉＝永平寺（曹洞宗の大本山／参拝）＝若狭小浜（鯖寿司と和食
2 の昼食）＝城崎温泉・西村屋 本館（泊） ※16：00到着予定。この時期に
しか味わえない「松茸会席」の夕食
xyz
城崎温泉＝氷上町清住（風に揺れる一面のコスモス畑）＝丹波篠山（古
3 民家でいただくイタリアンの昼食）＝京都（16：30着予定）＝新大阪
（17：30着予定）
xyt

※写真はすべてイメージです

3

那谷寺

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Ｇｏ Ｔｏ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 年 月 日現在

出発日

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

紅葉に彩られる北陸の名園めぐり

焼き松茸
（イメージ）

松茸会席
2日目夕食は秋の味覚「松
茸会席」
をご堪能ください

松茸会席
（イメージ）

秋の花々を愛でて季節の風情を堪能
氷上町清住コスモス畑 ローザンベリー多和田

2
7

22

外観

見ごろは例年9月下旬〜10月下旬

秋バラの見ごろは例年9月下旬〜10月下旬

ロイヤル・
グランステージ
四季の華
月〜土9：15〜17：30（土は〜13：00）日祝休業 ※来店窓口の営業時間はお問い合わせください

☎06
（6733）
4000

露天風呂

客室
（一例）

ナビダイヤル（市内通話料でOK）

0570-088877

一般電話から3分9.35円
（8.5円税別）
の市内通
話料金でご利用いただける通話サービスです。
対応エリア／大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和
歌山・三重（携帯電話・衛星電話を除く）

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

静寂に包まれる奥蓼科・憧れの上高地の自然が織りなす絶景を・・・ ３日間

蓼科温泉「たてしな藍」と
「上高地帝国ホテル」
コース番号

Go Toトラベル事業支援対象
1泊目／「たてしな藍」基本客室
RG200-D08

81名 312名 =同行 f同乗 9不可 バス会社 奈良交通または奈良観光バス
部屋別

Z8日 X3日

2名1室
1名1室

コース番号

RG201-D08

お支払い実額 地域共通
旅行代金
支援金
（おひとり） クーポン
（おひとり）
197,000円 28,000円
169,000円 12,000円
237,000円 28,000円
209,000円 12,000円

1泊目／「たてしな藍」露天風呂付き客室

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

上高地

出発日

部屋別

Z8日 X3日

2名1室

お支払い実額 地域共通
旅行代金
支援金
（おひとり） クーポン
（おひとり）
207,000円 28,000円
179,000円 12,000円

新大阪
（8：00発）＝京都（9：10発）＝料理旅館いち川（和食の昼食）＝蓼科
1 温泉･たてしな藍（泊） ※蓼科に佇む藍に染まる大人の隠れ宿。厳選し
た素材に料理人の粋を尽くした和食懐石をご用意
tyz
蓼科温泉＝横谷渓谷（「霧降の滝」や「乙女滝」など見所たっぷりの秘境渓
谷を各自自由散策）＝御射鹿池（CMでも話題となった神秘の池）＝松本
2 ホテル花月（和食の昼食）＝上高地・上高地帝国ホテル（泊）
※15：30頃到着。満天の星や朝一番の静寂な上高地を満喫ください。
夕食はメインダイニングにてフランス料理をお召し上がりください xyz
上高地（午前中は上高地を各自自由散策／上高地帝国ホテルで和食の昼
3 食）＝京都（19：00着予定）＝新大阪（20：00着予定）
xyt
※星空は天候により見られない場合があります

紅葉の見ごろは例年10月中旬〜下旬

２泊目 上高地

上高地帝国ホテル
標高約1,500ｍ、北アルプ
スの大パノラマが広がる自
然豊かな地で、格式あるクラ
シックホテルの滞 在をお楽
しみください。夕食（イメージ）

上高地帝国ホテル外観

紅葉に彩られる新雪の富士

３日間

富士山を望む「日本平ホテル」と
「富士マリオットホテル山中湖」
Go Toトラベル事業支援対象
81名 312名 =同行 f同乗 9不可
RG162-D08 バス会社 奈良交通または奈良観光バス
コース番号

出発日

部屋別

X8・16・17日

2名1室
1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）
168,000円 28,000円
208,000円 28,000円

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
140,000円
180,000円

12,000円
12,000円

新大阪
（8：00発）＝京都（9：10発）＝レストラン フォンターナ（洋食の昼
食）＝日本平・日本平ホテル（泊）

精進湖

1 ※15：30頃到着。夕食は和会席料理またはフランス料理よりお選びいた

世界遺産の霊峰富士や
駿河湾を一望

２泊目 山中湖温泉

１泊目 日本平

日本平ホテル

温泉付きプレミアルーム

富士マリオットホテル
山中湖

客室
（一例）

夕食
（イメージ）

富士五湖の中でも富士山に
一番近い山中湖エリア内の豊
かな森に包まれた高原リゾー
ト。夕食は山梨の素材をグリ
ルスタイルでご用意します。

客室
（一例）

コース内 条件：=（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）9（1名参加のお客様の相部屋）f（バスガイドの有無）バス会社（利用バス会社）
マークの 交通：‖（バス）T（JR）S（JR以外の私鉄）Z（トロッコ電車）Y（ケーブルカー）Q（ロープウェイまたはリフト）R（水上交通）B（航空機）
見方
…（徒歩または自由行動） 食事：x（朝食）y（昼食）z（夕食）u（弁当）s（夜食）o（軽食）n（部屋食）t（なし） その他： （お客様撮影写真）

※写真はすべてイメージです

正面に富士山、眼
下に駿河湾を望む絶
好のロケーションが
自慢のホテル。日常
を忘れて至福の時を
お過ごしください。

だけます
tyz
日本平＝田貫湖（逆さ富士と紅葉の競演）＝精進湖（子抱き富士）＝ハイ
ランドリゾートホテル&スパ（和食の昼食）＝久保田一竹美術館（一竹辻
が花作品と紅葉の庭園鑑賞）＝河口湖もみじ回廊（紅葉名所）＝山中湖温
2 泉・富士マリオットホテル山中湖（泊）
※温泉付きプレミアルームをご用意。夕食は山梨の素材をグリルスタイ
ルでお楽しみください
xyz
山中湖温泉＝山中湖（湖畔の紅葉）＝水ケ塚公園（宝永火口を眼前に雄大
3 に構える富士山）＝ホテルアソシア静岡（「梨杏」にて中国料理の昼食）＝
京都（18：00着予定）＝新大阪（19：00着予定）
xyt
※天候等により富士山をご覧いただけない場合があります
※富士山の積雪量は時期によって異なります

紅葉の見ごろは例年10月下旬〜11月中旬

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

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︑
Ｇｏ Ｔｏ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︒

出発日

4

2020.8

車体
︵イメージ︶

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

名旅館でくつろぐ信濃路の秋

３日間

扉温泉「明神館」と
山田温泉「藤井荘」
Go Toトラベル事業支援対象
82名 312名 =同行 f同乗 9不可 バス会社 奈良交通または奈良観光バス
コース番号

RG204-D08
部屋別

Z8・14・15日

2〜3名1室

コース番号

RG205-D08

出発日

部屋別

Z8・14・15日

2〜3名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

198,000円 28,000円

170,000円

9

12,000円

2泊目 藤井荘 離れ
（和洋室）
プラン
旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

208,000円 28,000円

180,000円

12,000円

新大阪
（8：00発）＝京都（9：10発）＝料理旅館いち川（和食の昼食）＝扉温
1 泉・明神館（泊） ※紅葉に包まれた和のリゾート。夕食は和・洋からお選
びいただけます
tyz
扉温泉＝三才山トンネル＝塩田平・前山寺（未完成の完成の塔で有名な
古刹参拝）
＝豪商の館 田中本家博物館
（ 近世の正倉院 でお宝見学。江戸
2 時代の古文書「諸客賄方控帳」をもとに再現した橘弁当昼食）＝山田温
泉・緑霞山宿 藤井荘（泊） ※秋色の松川渓谷を眼下に望む数寄屋造りの
宿。名物「ぽんぽん鍋」の夕食
xyz
山田温泉＝松川渓谷（紅葉に彩られた渓谷。遊歩道を各自散策）＝メゾンド
3 ナチュール（フランス料理の昼食）＝各地（19：30〜20：30着予定）xyt

１泊目 扉温泉 明神館
標高1050mの山々のふところ、薄
川の風光明媚な渓谷に佇む一軒宿。
大自然を感じる名湯と心づくしの料
理をお楽しみください。
上／立ち湯
「雪月花」 右／夕食
（イメージ）
※紅葉の見ごろは例年10月上旬〜下旬

２泊目 山田温泉 緑霞山宿 藤井荘
信州高山村温泉郷に位置する
老舗旅館。森鴎外や与謝野鉄幹・
晶子など文人墨客が愛した伝統
の宿で、江戸時代に開湯した名湯
「山田温泉」
をご堪能ください。

松川渓谷
千葉県のペンネーム・直ちゃんの作品。
紅葉の見ごろは例年10月中旬〜下旬

遊歩道を各自散策

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

紅葉の奥志賀高原と松川渓谷

別所温泉「かしわや本店」と
湯田中温泉「あぶらや燈千」

上／ロビー山の茶屋
右／藤井荘名物
「ぽんぽん鍋」
（イメージ）
※紅葉の見ごろは例年10月上旬〜下旬

１泊目 別所温 泉 北向観音隣の宿 かしわや本店
北向観音の隣に位置する
純和風の老舗旅館。

Go Toトラベル事業支援対象
82名 312名 =同行 f同乗 9不可 バス会社 奈良交通または奈良観光バス
コース番号

RG191-D08

出発日

部屋別

Z5・18日

2〜4名1室

コース番号

RG192-D08

出発日

部屋別

Z5・18日

2〜4名1室

基本客室プラン
旅行代金
支援金
（おひとり）
173,000円 28,000円

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
145,000円

2020.8

夕食
（イメージ）

12,000円

宿外観

露天風呂付き客室プラン
（2泊とも）
旅行代金
支援金
（おひとり）
193,000円 28,000円

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
165,000円

12,000円

新大阪
（8：00発）＝京都（9：10発）＝料理旅館いち川（和食の昼食）＝別所
1 温泉・北向観音隣の宿 かしわや本店（泊） ※創業百余年。美肌温泉と館
内すべて畳敷きの情緒漂う歴史感じるやすらぎの宿
tyz
別所温泉（…希望者は北向観音にご案内）＝ホテルグランフェニックス奥
2 志賀（洋食の昼食）＝志賀高原（紅葉に染まる蓮池や琵琶池は圧巻）＝湯田
xyz
中温泉・あぶらや燈千（泊） ※北信州の山々に囲まれた湯宿
湯田中温泉＝松川渓谷（紅葉観賞）＝アマンダンスカイ（洋食の昼食）＝
3 各地（19：30〜20：30着予定）
xyt

※写真はすべてイメージです

5

３日間

檜の内風呂

和の風情漂う客室
（一例）

２泊目 湯田中温泉

あぶらや燈千

大浴場
「夢見の湯」

志賀高原 琵琶池

紅葉の見ごろは例年10月上旬〜下旬

ロイヤル・
グランステージ
四季の華
月〜土9：15〜17：30（土は〜13：00）日祝休業 ※来店窓口の営業時間はお問い合わせください

☎06
（6733）
4000

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Ｇｏ Ｔｏ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 年 月 日現在

出発日

2泊目 藤井荘 本館
（和室）
プラン

江戸時代に油問屋とし
て誕生し、時代と共に湯
宿 へと発 展した老 舗 旅
館。信州の絶景を見渡せ
る露天風呂が自慢です。

湯田中の自然を望む落ち着いた客室
（一例） 四季折々の地元の旬を使った夕食（イメージ）

ナビダイヤル（市内通話料でOK）

0570-088877

一般電話から3分9.35円
（8.5円税別）
の市内通
話料金でご利用いただける通話サービスです。
対応エリア／大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和
歌山・三重（携帯電話・衛星電話を除く）

2
7

22

志摩観光ホテル

賢島の高台に立つ、伊勢志摩の
自然に抱かれた歴史あるホテル。

往路は近鉄観光特急「しまかぜ」復路はロイヤルクルーザー利用 ２日間

伊勢志摩国立公園に佇む
ラグジュアリーリゾート 志摩観光ホテル
Go Toトラベル事業支援対象
81名 312名 =同行 f一部同乗 9不可 バス会社 奈良交通または奈良観光バス
コース番号 RG158-D08

志摩観光ホテル ザ クラシック宿泊プラン
部屋別

L26日 Z2・18・26日
X12日 C2・16・17日

2名1室
1名1室

コース番号 RG159-D08

樋口総料理長

夕食
（イメージ）
コース番号

RG158-D08

コース番号

ザ クラシック

RG159-D08

ザ ベイスイート

プレミアムツイン

客室
（一例）

90,000円
110,000円

6,000円
6,000円

2名1室
1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

134,000円 14,000円
184,000円 14,000円

120,000円
170,000円

6,000円
6,000円

大阪難波（10：40発）S大阪上本町S鶴橋S大和八木S〈近鉄観光特急
「しまかぜ」〉S賢島…賢島エスパーニャクルーズ（英虞湾遊覧をお楽し
1 みください）＝〈ホテル無料送迎バス〉＝賢島・志摩観光ホテル（泊）
※15：00宿到着予定。夕食は伊勢海老・アワビなど新鮮な海の幸をお楽
しみください
ttz
賢島＝〈ロイヤルクルーザーにて運行〉＝伊勢神宮・外宮（豊受大御神は
天照大御神のお食事を司る御饌都神）＝伊勢神宮・内宮（お伊勢さん検定
2 合格ガイドの案内で参拝［ガイディングレシーバー付き］／おはらい町
散策／自由昼食）＝難波
（19：00着予定）
xtt

往路 近鉄観光特急

「しまかぜ」
電動リクライニング機能やフッ
トレスト付き。座席間隔は私鉄
最長の125ｃｍを確保

往路は近鉄新型名阪特急「ひのとり」復路はロイヤルクルーザー利用 ２日間

風の谷の庵

全10室の露天風呂付き客室「風の谷の庵」と
紅葉に染まる香嵐渓

森の隠れ家をイメージした離れタイ
プの宿館。露天風呂付きの全10室の
限られたお部屋が、よりプライベート
なくつろぎを実現しました。

Go Toトラベル事業支援対象
コース番号

83152-D08

（一例）
プライベート空間で贅沢な湯あみを…

夕・朝食は
お部屋食

デッキ

104,000円 14,000円
124,000円 14,000円

プレミアムシート

客室
（一例）

宿泊 蒲郡温泉

部屋別

L26日 Z2・18・26日
X12日 C2・16・17日

伝統の味を踏まえつつ、女性シェフ
ならではの新しい感性
をプラスした「海の幸フ
ランス料理」を進化さ
せる樋口総料理長。伊
勢志摩サミットではディ
ナーを担当しました。

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

志摩観光ホテル ザ ベイスイート宿泊プラン

出発日

ザ クラシックの外観
（コース番号RG158-D08）

旅行代金
支援金
（おひとり）

お座敷
天ぷら
（イメージ）

81名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 奈良交通または奈良観光バス

出発日

部屋別

X20・26・30日

2〜3名1室
1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

109,000円 14,000円
129,000円 14,000円

95,000円
115,000円

6,000円
6,000円

大阪難波（13：00発）S大阪上本町S鶴橋S大和八木S〈近鉄新型名阪特
急「ひのとり」プレミアムシート〉S近鉄名古屋＝〈ロイヤルクルーザー
がお迎えします〉＝蒲郡温泉・風の谷の庵（泊）
1 ※16：30到着予定。森の大自然に囲まれた全10室の露天風呂付き離れ
の湯宿。夕食はお座敷天麩羅を含む旬の懐石料理をお部屋にてお楽しみ
ください。朝食もお部屋にご用意します
ttn
蒲郡温泉＝香嵐渓（東海屈指の紅葉名所を各自自由散策。自由昼食／約
2 120分滞在）＝難波（19：00着予定）
ntt

近鉄新型

「ひのとり」

往路 名阪特急

プレミアムシート

「ひのとり」
外観
（イメージ）

全車に空気清浄機を設置
紫外線・赤外線をカットする大型窓を採用

香嵐渓 約4000本のモミジと澄んだ川とのコントラストが見事な紅葉名所
を各自自由散策。見ごろは例年11月中旬〜下旬
運行バス会社の
ご案内

■座席には本革を使用 ■電動リクライニング ■伸縮式電動レッグレスト
■高さ・角度調整付きヘッドレスト ■全席にコンセントを設置

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」に掲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。

※写真はすべてイメージです

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︑
Ｇｏ Ｔｏ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︒

出発日

※﹁しまかぜ﹂
﹁ひのとりプレミアムシート﹂は３列シートのため︑同じグループでも席が離れる場合があります ※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

宿泊 賢島

バス会社の確認はwebで

クラブツーリズム バス会社一覧

検索
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車体
︵イメージ︶

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

ロワジールホテル豊橋のスイートルームに宿泊

２日間

錦秋の鳳来寺山・香嵐渓と
小原四季桜
Go Toトラベル事業支援対象
81名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 奈良交通または奈良観光バス

コース番号

RG154-D08

部屋別

X19・24・28日

2名1室
1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

94,000円 14,000円
104,000円 14,000円

80,000円
90,000円

6,000円
6,000円

9

新大阪（8：30発）＝京都（9：40発）＝アクアイグニス（癒しと食をテーマに
した複合リゾート。サーラビ アンキ アルケッチァーノにて地産地消のイタ

1 リアン昼食）＝鳳来寺山（山腹一帯が紅色に染まる古刹）＝豊橋・ロワジール

ホテル豊橋（泊） ※スイートルームに宿泊。夕食は和会席をご用意 tyz
豊橋＝香嵐渓（東海屈指の紅葉名所見学と自由昼食）＝小原四季桜（四季
2 桜の観賞）＝各地（17：00〜18：00着予定）
xtt
和会席の夕食
︵イメージ︶

宿泊 豊橋

ロワジールホテル豊橋
地上30階・高さ120mのスケールを
誇る、
豊橋のランドマークホテル。

スイートルームに宿泊︵一例︶

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

フランス料理・阿波旬彩御膳など昼食も美味満載

瀬戸内海を臨む全10室のリゾートホテル「ホテルリッジ」と
大塚国際美術館に約3時間滞在

香嵐渓
水面に映る逆さ紅葉はまさに絶景。紅葉の見ごろは例年11月中旬〜下旬

鳳来寺山
紅葉の見ごろは例年11月中旬〜下旬

小原四季桜

春と秋に花を咲かせる四季桜。桜と紅葉の美しく幻想的な大競
演をご堪能ください。紅葉の見ごろは例年11月中旬〜下旬

宿泊 島田島温泉 ホテルリッジ
客室はわずか10室。自然豊かな瀬戸内海国立公園に位置するリゾートホ
テルです。瀬戸内の海に癒されながら、ゆるやかな時間をお過ごしください。

Go Toトラベル事業支援対象
コース番号

RG241-D08

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

出発日

部屋別

C23日 A6・8日

2名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）
134,000円 14,000円

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
120,000円

6,000円

京都（9：00発）＝新大阪（10：10発）＝伊弉諾神宮（｢日本書紀｣に最古と
記される神社）＝ホテルアナガ（フランス料理の昼食）＝島田島温泉・ホ
1 テルリッジ（泊） ※鳴門の自然に囲まれた全10室のリゾートホテルで
至福の時をお過ごしください
tyz
島田島温泉＝大塚国際美術館（世界に類を見ない陶板名画美術館／約3
2 時間滞在）＝アオアヲナルトリゾート（海の見えるレストランで阿波旬
彩御膳の昼食）
＝新大阪
（17：30着予定）
＝京都（18：40着予定） xyt

※写真はすべてイメージです

7

２日間

2020.8

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Ｇｏ Ｔｏ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 年 月 日現在

出発日

わずか10室の客室（一例）

客室内の風呂（一例）

2
7

スパ

ミケランジェロ「最後の審判」や
天井画が描かれたシスティーナ
礼拝堂を再現
※写真は大塚国際美術館の展示作品を撮影したものです

ロイヤル・
グランステージ
四季の華
月〜土9：15〜17：30（土は〜13：00）日祝休業 ※来店窓口の営業時間はお問い合わせください

☎06
（6733）
4000

夕食会場「万里荘」

2日目昼食は、お造り、揚げたて天
婦羅、鯛の荒炊き、鯛のちり鍋、鯛
めしなど、徳島のごちそうを海の見
えるレストランで…。
（イメージ）

ナビダイヤル（市内通話料でOK）

0570-088877

一般電話から3分9.35円
（8.5円税別）
の市内通
話料金でご利用いただける通話サービスです。
対応エリア／大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和
歌山・三重（携帯電話・衛星電話を除く）

22

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

1泊目 仙石原温泉 ザ・ひらまつホテルズ＆リゾーツ仙石原
2019年、雄大な自然を感じる箱根
仙石原に「レストランから生まれたホ
テル」が誕生。ひらまつの美食の世界
をじっくり贅沢にご堪能ください。

温泉風呂付き
客室

２泊目 富士河口湖温泉郷 ふふ河口湖
富士山を望む河口湖の森のリゾート。
自然に囲まれたプライベート空間でゆっ
たりお過ごしください。

露天風呂付き
客室

バス席ひとり2シート利用

秋色に染まる箱根・富士路

３日間

初登場「ザ・ひらまつ ホテルズ＆リゾーツ仙石原」
露天風呂付き客室「ふふ河口湖」
Go Toトラベル事業支援対象
コース番号

83143-D08

81名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 ドリーム観光同等

出発日

部屋別

X4日

2名1室
1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）
328,000円 28,000円
368,000円 28,000円

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
300,000円
340,000円

12,000円
12,000円

新大阪（9：00〜10：00発）T京都T〈新幹線ひかり号Kグリーン車〉T三
島＝富士山三島東急ホテル（和食膳の昼食）＝岡田美術館（没後220年

1 画遊人・若冲 −光琳・応挙・蕭白とともに−）＝仙石原温泉・ザ・ひらまつ

ホテルズ＆リゾーツ仙石原（泊）
tyz
仙石原温泉＝箱根ガラスの森美術館（日本初のヴェネチアン・グラス専門
2 の美術館）＝御殿場（和御膳の昼食）＝富士河口湖温泉郷・ふふ河口湖（泊）
※15：30到着予定。雄大な富士山を望む露天風呂付き客室にご宿泊 xyz
富士河口湖温泉郷＝河口湖もみじ回廊（150mにわたって続くもみじの
トンネル）＝河口湖 音楽と森の美術館＝富士ビューホテル（洋食ラン
3 チ）＝三島T〈新幹線ひかり号Kグリーン車〉T京都T新大阪（17：30〜
18：30着）
xyt
※天候等により富士山をご覧いただけない場合があります
※富士山の積雪量は時期によって異なります

ロビー

事前確認の
ご協力のお願い

地元の食材を使った夕食（イメージ）

仙石原高原

富士山ともみじの美の競演。見ごろは例年11月上旬〜下旬

1泊目ホテルから徒歩約20分。ススキの見ごろは例年9月下旬〜11月上旬

クラブツーリズムでは、安心してツアーにご参加いただけるよう、ご旅行のお申し込み時に次の内容をお伺いします。ご参加全員の ❶お名前
❷お電話番号 ❸郵便番号・ご住所 ❹性別 ❺生年月日または年齢 ※おひとりでのご参加の場合はご家族等の緊急時の連絡先
事前にお調べのうえお電話くださると、スムーズにご予約いただけます。ご協力をお願い申し上げます。

※写真はすべてイメージです

客室（一例）

河口湖もみじ回廊

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

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︑
Ｇｏ Ｔｏ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︒

客室
（一例）

アーティスティックな外観
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３日間

軽井沢「万平ホテル」上林温泉「上林ホテル仙壽閣」
長野県産松茸懐石と信州 秋の実り
Go Toトラベル事業支援対象
81名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 長野観光バス同等

コース番号

83096-D08

部屋別

L22日 Z5・8・21日

2〜3名1室
1名1室

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

180,000円 28,000円
220,000円 28,000円

152,000円
192,000円

２泊目 上林温泉

上林ホテル仙壽閣
庭園を望む大理石のロビー
や 創業当時から受け継がれ
たステンドグラスなど、古きよ
き大正浪漫の香りが漂う
「和
魂洋才」名湯の宿で心安らぐ
ひとときを……。

松茸の炭火焼き
（イメージ）

12,000円
12,000円

秋の味覚「松茸懐石」
外観

新大阪（8：16発）T〈新幹線ひかり号 K グリーン車〉T京都T名古屋T
〈特急ワイドビューしなの･指定席 〉T塩尻＝八千穂高原自然園（秋の花

1 や色づく木々があふれる園内を各自散策）＝軽井沢・万平ホテル（泊）

※16：30到着予定。趣あるウスイ館の客室をご用意
ttz
軽井沢（10：00の出発まで各自、朝の旧軽井沢をお楽しみください）＝軽
井沢レイクガーデン（9月：香り高く秋バラが咲くガーデン／10月：色づ
く木々とカラフルな宿根草が咲くガーデン）＝軽井沢マリオットホテル
2（洋食の昼食）＝志賀草津高原ルート（秋めく山々を望む絶景ドライブ）
＝上林温泉・上林ホテル仙壽閣（泊） 16：00到着予定。夕食は旬の長野
県産松茸を使った秋の味覚
「松茸懐石」
をご賞味ください
xyz
上林温泉＝小布施（旬の新栗で賑わう「栗の街」を散策／創業200年の老
舗・桜井甘精堂の栗甘味のお土産付き）＝萬佳亭（信州そば会席料理の昼
3 食）＝長野T〈特急ワイドビューしなの･指定席 〉T名古屋T〈新幹線ひ
かり号Kグリーン車〉
T京都T新大阪
（18：27着）
xyt

旬の長野県産松茸を使った夕食
（イメージ）

外観

１泊目 軽井沢 万平ホテル

ウスイ館指定

創業120年以上のクラシックホテル。避暑地の代名詞・軽井沢の歴史と
ともに歩んできた老舗ホテルで優雅なひとときをお過ごしください。

志賀草津高原ルート
絶景ドライブ
（左）
や、浅間山のふもとに広がる溶岩の芸術
（右）
もお楽しみください。
紅葉の見ごろは例年10月上旬〜下旬

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

バス席ひとり2シート利用

外観
※紅葉の見ごろは例年10月上旬〜下旬

３日間

名門クラシックホテルに宿泊
「日光金谷ホテル」
「鬼怒川金谷ホテル」
Go Toトラベル事業支援対象
コース番号

83125-D08

81名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 ケイエム観光バス同等

出発日

部屋別

Z11・15日

2〜3名1室
1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

207,000円 28,000円
267,000円 28,000円

179,000円
239,000円

12,000円
12,000円

新大阪（10：45発）T京都T〈新幹線のぞみ号Kグリーン車〉T東京＝日

1 光・日光金谷ホテル（泊） ※16：00到着予定。デラックスルームをご用
意。夕食は伝統のフランス料理をお楽しみください
ttz
日光＝日光二社一寺（専門ガイドと世界遺産の日光東照宮・日光二荒山
神社・日光輪王寺の二社一寺を1日かけてゆっくり観光／名物湯葉を使
2 用した昼食）＝鬼怒川温泉・鬼怒川金谷ホテル（泊）
※15：30着予定／全室渓谷側の客室。夕食は洋のテイストを取り入れた
「金谷流懐石」
xyz
鬼怒川温泉＝〈いろは坂〉＝奥日光名瀑三滝（華厳ノ滝・竜頭ノ滝・湯滝を
ゆっくりめぐります）＝中禅寺金谷ホテル（名物｢百年ライスカレー｣の
3 昼食）＝東京T〈新幹線のぞみ号Kグリーン車〉T京都T新大阪（19：48
着）
xyt

※写真はすべてイメージです
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秋の日光をゆっくりめぐる

メインダイニング

2020.8

世 界 専門ガイド同行
遺 産 日光二社一寺めぐり
ガイディングレシーバー付き

華厳ノ滝
紅葉の見ごろは例年10月中旬〜下旬

２泊目 鬼怒川温泉

鬼怒川金谷ホテル
日本最古のリゾートホテ
ルをルーツに持ち、西洋と
東 洋 、伝 統とモダンが 心
地よく融合。
「渓谷の別荘」
と称され 、国内 外 の宿 泊
客に愛されてきた名門ホ
テルです。

日光屈指の紅葉名所を車窓から。
見ごろは例年10月中旬〜下旬

ロイヤル・
グランステージ
四季の華
月〜土9：15〜17：30（土は〜13：00）日祝休業 ※来店窓口の営業時間はお問い合わせください

☎06
（6733）
4000

ロビー

7

エントランス

大浴場

ナビダイヤル（市内通話料でOK）

0570-088877

9

2

日光いろは坂
日光東照宮・陽明門

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Ｇｏ Ｔｏ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 年 月 日現在

旅行代金
支援金
（おひとり）

出発日

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

美食と名湯にくつろぐ

バス席ひとり2シート利用

一般電話から3分9.35円
（8.5円税別）
の市内通
話料金でご利用いただける通話サービスです。
対応エリア／大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和
歌山・三重（携帯電話・衛星電話を除く）

22

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

紅葉に染まる東北

バス席ひとり2シート利用

２泊目 角館温泉

蔵王山麓の懐に佇む遠刈田温泉｢竹泉荘｣と
全10室の角館温泉「角館山荘 侘桜」で過ごす至福の時間

角館山荘 侘桜

わ びざくら

4万2千坪の敷地に
わずか10室の茅葺古
民家の宿。

Go Toトラベル事業支援対象
82名 312名 =同行 f同乗 9不可 バス会社 みちのく観光同等
コース番号 83045-D08
出発日

部屋別

Z13・18日

情緒あふれる
茅葺古民家の宿

2名1室

コース番号 83046-D08

旬の食材を使った夕食
（イメージ）

１泊目 遠刈田温泉 竹泉荘

基本客室プラン
（1泊目）
旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

270,000円 28,000円

242,000円

12,000円

ジュニアプレミアムスイート／温泉内湯付き（1泊目）

出発日

部屋別

Z13・18日

2名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

310,000円 28,000円

282,000円

12,000円

伊丹（12：00〜13：50発）
B仙台＝遠刈田温泉・竹泉荘（泊）
1 ※約２万坪の自然豊かな国定公園､蔵王山麓の懐に抱かれた上質なお宿
にてゆっくりおくつろぎください
ttz
遠刈田温泉＝〈紅葉に染まる蔵王エコーライン〉＝蔵王（Qロープウェイ
で美しいグラデーションの紅葉の上を空中散歩）＝最上亭（和御膳の昼
2 食）＝角館温泉・角館山荘 侘桜（泊）
※温泉半露天風呂付き客室にご宿泊。角館ゆかりのしつらえと気品を纏
う､伝統と美意識に彩られた宿
xyz
角館温泉＝角館（みちのくの小京都／武家屋敷通りを自由散策と自由昼
3 食）＝秋田B伊丹（16：30〜19：45着）
xtt

蔵王国定公園内に佇むリゾートホテル。和の伝統とモダンデザインが
調和したインテリアが愉しめる客室でゆっくりとおくつろぎください。

蔵王ロープウェイ
美しい森に囲まれたお宿

季節を感じる夕食
（イメージ）

バス席ひとり2シート利用

１泊目 花巻温泉

蔵王エコーライン（車窓）
紅葉の見ごろは例年9月下旬〜10月下旬

秋色のみちのく紀行

３日間

名旅館 花巻温泉「佳松園」と
全室露天風呂付きスイート 湯川温泉「山人」

佳松園
花巻温泉を代表
する名宿で、地元食
材を使 用した自慢
の料理と、しっとり
と肌に染み込む美
肌の湯をご堪能く
ださい。

Go Toトラベル事業支援対象
コース番号

83036-D08

82名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 花巻観光バス同等

出発日

部屋別

Z18・19日

2名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

260,000円 28,000円

232,000円

名宿の風情あふれる外観

２泊目 湯川温泉 山人-yamado-

※写真はすべてイメージです

温泉と森の滋味を愉しむ大人限定の温泉リゾート。落ち着きのある露
天風呂付きのスイート客室で特別なひとときをお過ごしください。

世界遺産

中尊寺金色堂
露天風呂付きスイート客室
（一例）

ファクシミリ
（24時間受け付け）

12,000円

伊丹（9：30〜11：30発）B花巻＝宮沢賢治記念館（宮沢賢治ゆかりの
品々を展示）＝花巻温泉バラ園（約450種6000株を誇るバラ園散策）＝
1 花巻温泉・佳松園（泊） ※南部赤松林に囲まれた露天風呂と地元の旬で
もてなす会席料理の夕食
ttz
花巻温泉＝小岩井農場（農場内の重要文化財に指定される建物をめぐる
知られざる小岩井農場 を専門ガイドの案内でバスツアー）＝角館（武家
2 屋敷通りなど小京都の町並みを各自散策）＝湯川温泉・山人-yamado-（泊）
※全室露天風呂付きスイート。地場食材を用いた創作料理の夕食 xyz
湯川温泉＝中尊寺（奥州藤原氏の栄華・金色堂参拝）＝一関・三彩館ふじせ
3 い（名物ひと口もち膳の昼食）＝仙台B伊丹（17：00〜19：30着） xyt

南部赤松林に囲まれた露天風呂

会席料理の夕食
（イメージ）

紅葉の見ごろは例年9月下旬〜10月下旬

創作料理の夕食
（イメージ）

0742（24）1201

紅葉の見ごろは例年10月下旬〜11月上旬

インターネット
24時間予約可能
（一部コースを除く）

ロイヤルグランステージ 国内

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

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︑
Ｇｏ Ｔｏ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︒

半露天風呂付き
客室

温泉半露天風呂付き客室
（一例）

３日間

検索

10

2020.8

ブナの木に囲まれたリゾートホテル「八甲田ホテル」連泊
北東北紅葉めぐり
Go Toトラベル事業支援対象
82名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 三八五バス同等

コース番号

83035-D08

部屋別

Z11日
Z17日

2〜3名1室
2〜3名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

226,000円 28,000円
236,000円 28,000円

198,000円
208,000円

12,000円
12,000円

伊丹（10：30〜12：00発）
B青森＝
〈ホテル無料送迎バス〉
＝酸ヶ湯温泉・
八甲田ホテル
（泊）

1 ※15：00到着予定。ログリゾートでゆっくりお過ごしください。夕食は

フランス料理と和食会席を1回ずつご用意
ttz
酸ヶ湯温泉＝蔦沼（ブナの原生林）＝十和田湖（カエデやナナカマドなど
色とりどりの紅葉が湖を包みます／R遊覧船［グリーン席］から優雅に
2 ご覧ください）＝十和田プリンスホテル（昼食）＝奥入瀬渓流（渓流を彩
る紅葉）
＝酸ヶ湯温泉・八甲田ホテル（泊）
xyz
酸ヶ湯温泉＝八甲田ロープウェー（Q絶景紅葉遊覧）＝料亭・富士見館
3（郷土料理の昼食）＝青森B伊丹（17：00〜19：00着）
xyt

連泊 酸ヶ湯温泉

八甲田ホテル
ブナの原 生
林 に立つ日本
最大 級の洋風
木 造 建 築 。木
のぬくもりを感
じる空間に連
泊し、秋の八甲
田をご 堪 能く
ださい。

9

レストラン・メドー

外観
紅葉の見ごろは例年10月上旬〜下旬

フランス料理の夕食
（イメージ）

ウスイ館指定

十和田湖

奥入瀬渓流

紅葉の見ごろは例年10月中旬〜下旬

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

歴史と伝統が息づくラグジュアリーホテル
宮ノ下温泉「富士屋ホテル 花御殿」と湯河原温泉「海石榴 つばき」
Go Toトラベル事業支援対象

１泊目 宮ノ下温泉 富士屋ホテル 花御殿
2020年7月にグランドオープン。富士屋ホテルの象徴的な建物、大きな
千鳥破風の屋根と校倉造りを模した壁が特徴の
「花御殿」で特別な時間
をお過ごしください。

82名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 ケイエム観光同等

コース番号

83130-D08
出発日

部屋別

L13・27日 Z18日

2名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）
266,000円 28,000円

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
238,000円

12,000円

新大阪（10：16発）T京都T〈新幹線ひかり号Kグリーン車〉T小田原＝
箱根ラリック美術館（宝飾とガラス工芸家ラリックの美しい世界を鑑
1 賞）＝宮ノ下温泉・富士屋ホテル花御殿（泊）
※約2年間のリニューアル工事を終え2020年7月にグランドオープン。
夕食は伝統のフランス料理をご用意。15：15着予定
ttz
宮ノ下温泉＝岡田美術館（9月13・27日出発は「北斎の肉筆画展」、10月
18日出発は「画遊人・若冲展」を鑑賞）＝小田原（フランス料理の昼食）＝
2 小田原城址公園（散策／天守閣もご案内）＝湯河原温泉・海石榴 つばき
（泊） ※16：30着予定 ※9月27日出発は1日目箱根ラリック美術館と
2日目岡田美術館の行程を入れ替えてご案内します
xyz
湯河原温泉＝アカオハーブ＆ローズガーデン（秋バラやダリア咲くガー
3 デン）＝富士山三島東急ホテル（和食の昼食）…三島T〈新幹線ひかり号
Kグリーン車〉
xyt
T京都T新大阪
（17：57着）

※写真はすべてイメージです

11

蔦沼 兵庫県の宮永秀夫さんの作品 八甲田ロープウェー
紅葉の見ごろは例年10月中旬〜11月上旬 紅葉の見ごろは例年10月中旬〜下旬
紅葉の見ごろは例年10月上旬〜中旬

バス席ひとり2シート利用 箱根ラリック美術館・岡田美術館 ３日間

2020.8

２泊目 湯河原温泉 海石榴 つばき
奥湯河原の泊まれる料 亭。
数寄屋料亭風客室で自慢の料
理をご堪能ください。湯河原の
温泉・露天風呂、奥深い山林に
囲まれて優雅なひとときを・・
・。

ホテル外観

昭和初期の華やかさを伝えるクラシカル
伝統のフランス料理の夕食（イメージ） な客室（イメージ）

ロイヤル・
グランステージ
四季の華
月〜土9：15〜17：30（土は〜13：00）日祝休業 ※来店窓口の営業時間はお問い合わせください

☎06
（6733）
4000

2
7

22

岡田美術館
左／夕食（イメージ） 上／大浴場

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Ｇｏ Ｔｏ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 年 月 日現在

出発日

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

バス席ひとり2シート利用 八甲田ロープウェー・奥入瀬渓流・十和田湖・蔦沼 ３日間

外観 ※9月13・27日出発は
「北斎の肉筆画展」
、10月18日出発は
「画遊人・若冲展」
を鑑賞

ナビダイヤル（市内通話料でOK）

0570-088877

一般電話から3分9.35円
（8.5円税別）
の市内通
話料金でご利用いただける通話サービスです。
対応エリア／大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和
歌山・三重（携帯電話・衛星電話を除く）

1名1室の旅 ಏỉʴ
ẮộỉẺỎỎể
ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

11名限定「ロイヤルクルーザー」利用
1名1室
利用

２日間

名古屋マリオットアソシアホテル宿泊
錦秋に染まる香嵐渓
Go Toトラベル事業支援対象

コース番号

RG110-D08

81名 311名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 奈良交通または奈良観光バス
部屋別

X22日

1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

159,000円 14,000円

145,000円

6,000円

新大阪（8：30発）＝京都（9：40発）＝宝善亭（季節の食材を使った和食の
昼食）…徳川園（錦絵のような荘厳な紅葉庭園）＝名古屋・名古屋マリ
1 オットアソシアホテル（泊） ※名古屋駅真上のホテルにておくつろぎ
ください。夕食は和会席をご用意
tyz
名古屋＝香嵐渓（東海屈指と称される約4000本の紅葉渓谷へ）＝蒲郡ク
2 ラシックホテル（伝統のフレンチフルコースの昼食）＝各地（18：00〜
19：00着予定）
xyt

香嵐渓
約4000本のモミジが見事な東海屈指の紅葉名所。見ごろは例年11月中旬〜下旬

宿泊 名古屋

名古屋マリオットアソシアホテル

地上52階建て、東海エリア随一の
高層ホテル。落ち着きある空間でお
くつろぎください。
右／名古屋駅の真上に位置するホテル
下／眺めの良い広々とした客室
（一例）

徳川園
尾張徳川家の邸宅跡で池泉回遊式の日本庭園。
紅葉の見ごろは例年11月下旬〜12月上旬

蒲郡
クラシック
ホテル
2日目昼食は、日
本 を 代 表 するク
ラシックホテルで
お楽しみ
（左）

11名限定「ロイヤルクルーザー」利用

テラスラウンジ

２日間

富士山の絶景を眺望
風景美術館「日本平ホテル」

1名1室
利用

Go Toトラベル事業支援対象
コース番号

RG109-D08

81名 311名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 奈良交通または奈良観光バス

出発日

部屋別

Z13・29日

1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

156,000円 14,000円

宿泊 日本平

日本平ホテル
正面に富士山、眼下に
駿 河湾を望む 絶好 のロ
ケーションが自慢のホテ
ル。日常を忘れて至福の
時をお過ごしください。

三保松原

久能山
東照宮

お客様へ

客室
（一例）

徳川家康公を祭
神とする神 社 。
社殿は国宝に指
定されています

ツアー出発日から起算して５営業日前（土・日・祝日は除く）を過ぎた新規お申し込みの
お支払い方法は、クレジットカード決済のみ承ります。あらかじめご了承ください。

※写真はすべてイメージです

和会席料理

和会席料理
（イメージ）

6,000円

富士山世界文化
遺産構成資産の
ひとつ。その一角
にある羽 衣 の 松
は天 女 伝 説で知
られ、一見の価値
ありです

富士山と駿河湾を一望する
まさに 風景美術館 ホテル

夕食

142,000円

新大阪（8：00発）＝京都（9：10発）＝レストランフォンターナ（洋食の昼
1 食）＝三保松原（世界遺産の羽衣の松）＝日本平・日本平ホテル（泊）
※夕食はこだわりの和会席料理をご用意
tyz
日本平＝日本平ロープウェイ（Q久能山東照宮／徳川家康公を祭神とす
2 る神社）＝うなぎ藤田（国産うなぎの昼食）＝龍雲寺（拝観／「世界一おお
きな般若心経」鑑賞）
＝各地
（18：30〜19：30着予定）
xyt
※天候等により富士山をご覧いただけない場合があります
※富士山の積雪量は時期によって異なります

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

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︑
Ｇｏ Ｔｏ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︒

出発日

インターネット24時間予約可能（一部コースを除く）

ロイヤルグランステージ 国内

検索
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1名1室の旅 ಏỉʴ
ẮộỉẺỎỎể
ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

全17席のうち窓側席のみ利用

11名限定

P.12〜13（コース番号RG108・109・110）
のツアーは、
クラブツーリズム
最上級バス「ロイヤルクルーザー」利用。

9

ロイヤルクルーザー車内
（イメージ）
。
窓側の席のみをご利用いただきます

宿泊 山中温泉 かがり吉祥亭
開湯1300年の歴史ある、温泉情緒ただよう山中温泉。
こおろぎ橋の袂、鶴仙渓を望む加賀モダンな湯宿で絶景
露天風呂や加賀山海の幸を楽しむ料理をご堪能ください。

鶴仙渓を大パノラマで楽しめるロビーラウンジ

開放感あふれる野天風呂

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます
※写真はすべてイメージです

13

加賀山海の幸を楽しむ夕食
（イメージ）

加賀の伝統工芸山中塗の蒔絵体験

1名1室
利用

２日間

静寂に包まれる荘厳な曹洞宗の大本山 永平寺
山中温泉 かがり吉祥亭
Go Toトラベル事業支援対象

永平寺

81名 38名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 奈良交通または奈良観光バス

コース番号

RG108-D08
出発日

部屋別

Z12・22日 C9・14日

1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）
110,000円 14,000円

約770年前の1244（寛
元2）年、道元禅師によって
開創された出家参禅の道
場。七堂伽藍を中心とした
大小70余棟の殿堂楼閣が
立ち並び、2019（令和元）
年には、仏 殿や法 堂など
19棟が国の重要文化財に
指定されました。

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
96,000円

6,000円

新大阪（8：00発）＝京都（9：10発）＝永平寺（静寂に包まれる荘厳な曹洞
宗の大本山を参拝）
＝羽二重餅の古里＝山中温泉･かがり吉祥亭
（泊）
1 ※絶景渓流沿いの露天風呂、旬を味わう加賀料理をお楽しみください
ttz
山中温泉＝加賀 伝統工芸村 ゆのくにの森（加賀の伝統工芸山中塗･蒔絵
2 体験）＝ひがし茶屋街（情緒ある石畳の街並み／自由昼食）＝兼六園（日本
三名園のひとつを散策）
＝各地
（18：00〜19：00着予定）
xtt

2020.8

古き良き和の風情を感じる客室
（一例）

金沢文化を代表する
「ひがし茶屋街」

11名限定「ロイヤルクルーザー」利用

全17席のうち窓側席のみ利用

11名限定

コース番号

RG107

1名1室利用

D08

他にも
あります

1名1室の旅

ಏỉʴ
ẮộỉẺỎỎể

2
7

230枚の美しい天井画は必見

11名限定「ロイヤルクルーザー」利用

２日間

倉敷・美観地区とことひら温泉「敷島館」
Go Toトラベル事業支援対象
出発日

部屋別

旅行代金
支援金
（おひとり）

Z26日 X10・11・18日 C2日
1名1室
114,000円 14,000円
※本カタログから受け付けできません。詳細は弊社ホームページをご覧ください

ロイヤル・
グランステージ
四季の華
月〜土9：15〜17：30（土は〜13：00）日祝休業 ※来店窓口の営業時間はお問い合わせください

☎06
（6733）
4000

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Ｇｏ Ｔｏ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 年 月 日現在

ロイヤルクルーザー車体
（イメージ）

全17席のうち窓側席のみ利用で
11名限定の旅となります。

ナビダイヤル（市内通話料でOK）

0570-088877

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
100,000円

6,000円

一般電話から3分9.35円
（8.5円税別）
の市内通
話料金でご利用いただける通話サービスです。
対応エリア／大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和
歌山・三重（携帯電話・衛星電話を除く）

22

1名1室の旅

ಏỉʴẮộỉẺỎỎể

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

秋月城跡
「筑前の小京都」
と称される城下町・秋月。例年11月中旬〜下旬にかけて
は、黒門周辺にある約20本のカエデが赤く染まり、そのコントラストが大
変美しいと評判で多くの人々を魅了します。

軍艦島上陸クルーズ

日本の近代化を支えた産業遺産. 小さな海底炭坑の島へ案内人同行でご案内。
※天候などにより軍艦島に上陸できない場合は海上遊覧コースに変更となります。その場合は
乗船料の一部を返金します。また欠航の場合は団体仕入れ料金相当額をご返金いたします

環境芸術の森

１泊目 古湯温泉 古湯温泉ONCRI／おんくり
別名
「美人湯」として、古
くより慰労と湯治で親しま
れてきた古湯温泉。 お宿
には、露天風呂をはじめ、
砂むし温泉など男女合わ
せてお風呂は全15種類。
湯めぐり三昧をどうぞお
楽しみください。

30年近い歳月をかけて
築き上げた1万本を超
える紅葉が見事です。
紅葉の見ごろは例年11
月上旬〜下旬／写真提
供：佐賀県観光連盟

祐徳稲荷神社

露天風呂

本殿の先には奥の院へ
向かって朱色の鳥居が続
き、奥の院からは有明海
まで一望できる絶景が広
がります。紅葉の見ごろ
は例年11月中旬〜下旬

美人の湯で知られる古湯温泉と長崎の絶景リゾートホテルに宿泊 ３日間

紅葉に色づく秋の九州と
軍艦島上陸クルーズ

1名1室
利用

Go Toトラベル事業支援対象
コース番号

83297-D08

上／膳座敷 季味
右／夕食は、地元産の旬の食
材をふんだんに使用した、
こだ
わりの会席料理
（イメージ）

２泊目 長崎

ガーデンテラス長崎
ホテル＆リゾート
世界的建築家の隈研吾氏
が建物・インテリアを設計。
都会的な洗練されたリゾー
トホテルで夕食にはフレンチ
フルコースをご用意します。

新幹線
特大荷物

出発日

部屋別

X18日

1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）
210,000円 28,000円

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
182,000円

12,000円

新大阪（10：10〜10：40発）T新神戸T〈新幹線のぞみKグリーン車〉T
博多＝秋月城跡（カエデと黒門のコントラストが美しい筑前の小京都）
1 ＝古湯温泉・古湯温泉ONCRI／おんくり（泊） ※こだわりの会席料理と
天山を望む露天風呂での湯浴みをお楽しみください
ttz
古湯温泉＝環境芸術の森（原生林に囲まれた紅葉スポット）＝祐徳稲荷
神社（日本三大稲荷のひとつに数えられる神社／自由昼食）＝長崎・ガー
2 デンテラス長崎ホテル＆リゾート（泊） ※長崎の夜景を望むリゾート
ホテル。夕食はフレンチフルコースをご用意
xtz
長崎＝長崎港R軍艦島（上陸･周遊ツアーにご案内）R長崎港＝ANAクラ
3 ウンプラザホテル長崎グラバーヒル（中華ランチ）＝博多T〈新幹線のぞ
xyt
みKグリーン車〉T新神戸T新大阪（19：20〜20：10着）
※夜景は天候等により見られない場合があります

取消料（おひとり）
宿泊付き旅行
日帰り
国内旅行
旅行
（バス旅行を除く） バス旅行
20日目〜15日目
20%
―
―
旅行開始日
20%
20%
―
の前日から起 14日目〜11日目
算してさかの 10日目〜8日目
20%
20%
20%
ぼって
7日目〜2日目
30%
前日
40%
旅行
当日の集合時間
開始日の
50%
まで
国内旅行 取消日区分

旅行開始後の取消
100%
または無連絡不参加
※参加人員減、
旅行開始日・コースの変更は取消とみなされ、
取消料が
かかります
※「夜行日帰り旅行」
は
「日帰り旅行」
として扱います
※「バス旅行」
とは、主要な交通機関がバス利用となる旅行になります
※航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券
を利用する、
または貸切船舶を利用する国内募集型企画旅行は、取
消料が異なる場合がございます。詳しくはお申し込み後に送付いたし
ますパンフレットをご確認ください
○旅行開始前の当社による旅行契約の解除及び払い戻し
お客様の人数が、最少催行人員に達しなかったときは、旅行開始

日の14日前
（日帰りは４日前）までに旅行の実施を取り止める旨
をご連絡し、すでにお支払いいただいている旅行代金全額を払
い戻して、旅行契約を解除します。
○お客様の責任
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスに
ついて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速や
かに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければ
なりません。
○特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補
償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ
急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上
に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補
償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損
害補償金を支払います。
○旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代
金に
「規定の率」を乗じた額の変更補償金を旅行終了日から30日
以内に支払います。
○お客様の個人情報の取扱について
お客様からいただく個人情報の取扱については、旅行および
当社の各種サービスに利用させていただきます。詳細はクラ
ブツーリズムのホームページ（www.club-t.com）をご覧くだ
さい。

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160cm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250cm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。

※写真はすべてイメージです

国内募集型企画旅行 ご旅行条件（要約）
お申し込みいただく前に必ずお読みください。
ご旅行条件につきましては、下記条件のほか、コースごとに記載
されている条件、ご旅行案内
（パンフレット）
、確定書面
（旅のし
おり）および当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）により
ます。
○旅行のお申し込みおよび契約の成立時期
（1）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅
行契約の予約の申し込みを承ります。
（2）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。
（3）旅行代金のご入金は旅行開始日の21日前
（日帰り旅行は11
日前）までに全額をご入金ください。
（4）旅行契約は、
当社が契約の締結を承諾し、
申込金または旅行代金
全額を受理したときに成立するものとします。
「クレジットカー
ド」
の場合は、
当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時
点で成立します。
○旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事代、観光
入場料金、添乗員同行コースの必要経費等。上記諸費用はお客様の
ご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
○お客様による旅行契約の解除・払い戻し
旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは、次
の金額の取消料を申し受けます。

客室
（一例）

81名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 昭和バス観光同等

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

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︑
Ｇｏ Ｔｏ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︒

世界
遺産
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2020.8

ಏỉʴẮộỉẺỎỎể

1名1室の旅

「迎賓館 猫魔離宮」連泊
美しき南東北紅葉めぐり

1名1室
利用

81名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 福島交通同等

83280-D08

部屋別

Z18・22・27日

1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン

218,000円 28,000円

190,000円

12,000円

新大阪（9：00〜10：00発）
T京都T〈新幹線のぞみ号Kグリーン車〉T東
京T〈東北新幹線やまびこ号・指定席〉T郡山＝五色沼湖沼群・毘沙門沼
1（コバルトブルーの神秘的な沼と紅葉のコントラストが美しい名所）＝
猫魔温泉・裏磐梯レイクリゾート迎賓館 猫魔離宮（泊）
※夕食は和会席をご用意
ttz
猫魔温泉＝浄土平
（標高約1600mに位置する紅葉の名所）
＝空の庭 自然
レストラン（安達太良高原の森に佇むレストランで洋食ランチ）＝安達
2 太良山（斜面一面を赤く染める紅葉絨毯／Qロープウェイで空中散歩）
＝猫魔温泉・裏磐梯レイクリゾート迎賓館 猫魔離宮（泊）
※夕食はフランス料理をご用意
xyz
猫魔温泉＝鶴ヶ城（紅葉と城壁と赤瓦のコントラストが美しい）＝渋川
問屋（レトロな雰囲気漂う空間で郷土料理の昼食）＝郡山T〈東北新幹線
3 やまびこ号・指定席〉T東京T〈新幹線のぞみ号Kグリーン車〉T京都T
xyt
新大阪
（19：30〜21：00着）

五色沼湖沼群ま
で 徒 歩 約 3 分。磐
梯山を望む桧原湖
畔 の ホ テル で リ
ゾートステイをお
楽しみください。

9

桧原湖が望める露天風呂

客室
（一例）

安達太良山

紅葉の見ごろは例年10月中旬〜11月上旬 紅葉の見ごろは例年9月下旬〜10月中旬

※利用バス会社一覧は弊社ホームページでご確認いただけます

バス席ひとり2シート利用 絶景の「清津峡渓谷トンネル」 ３日間

1名1室
利用

「NASPAニューオータニ」ジュニアスイートルームで寛ぐ
奥只見遊覧船と日本最長のドラゴンドラ
Go Toトラベル事業支援対象

コース番号

83281-D08

81名 312名 =同行 f同乗 9不可
バス会社 頸城自動車同等

出発日

部屋別

Z21・24日 X3日

1名1室

旅行代金
支援金
（おひとり）
218,000円 28,000円

お支払い実額 地域共通
（おひとり） クーポン
190,000円

12,000円

大阪（8：40発）T新大阪T〈特急サンダーバードKグリーン車〉T京都T
金沢T〈北陸新幹線はくたか号・指定席〉T上越妙高＝松雲山荘庭園＝越
1 後湯沢温泉･NASPAニューオータニ（泊）
※16：30到着予定。客室はジュニアスイートをご用意
ttz
越後湯沢温泉＝清津峡（雄大な柱状節理の岩肌と紅葉を観賞）＝奥只見
2 湖（R紅葉パノラマを遊覧船からお楽しみ）＝魚沼・日本料理 いな穂（和
食の昼食）
＝越後湯沢温泉･NASPAニューオータニ
（泊）
xyz
越後湯沢温泉＝苗場山麓（Q日本最長5481ｍのゴンドラ「苗場ドラゴン
ドラ」で紅葉の樹海を空中遊覧）＝舞子高原ホテル（昼食）＝上越妙高T
3〈北陸新幹線はくたか号・指定席〉T金沢T〈特急サンダーバード K グ
xyt
リーン車〉
T京都T新大阪T大阪（20：37着）
※
「苗場ドラゴンドラ」の長さは5481mで日本一を誇ります

※写真はすべてイメージです

15

2020.8

夕食は和会席をご用意
（イメージ）

五色沼湖沼群「毘沙門沼」 浄土平
紅葉の見ごろは例年10月上旬〜下旬

奥只見遊覧船

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Ｇｏ Ｔｏ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 年 月 日現在

出発日

連泊 猫魔温泉

裏磐梯
レイクリゾート
迎賓館
猫魔離宮

Go Toトラベル事業支援対象
コース番号

ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

バス席ひとり2シート利用 紅葉彩る安達太良山・浄土平・会津 ３日間

紅葉の見ごろは例年10月中旬〜11月上旬

連泊 越後湯沢温泉 NASPAニューオータニ

2

自然に囲まれた温 泉付きのリゾートホテル。
ジュニアスイートルームでゆっくりお寛ぎください。

7

22

ジュニアスイートルーム
（74㎡） 客室（一例） 温泉大浴場
ロイヤル・
グランステージ
四季の華
月〜土9：15〜17：30（土は〜13：00）日祝休業 ※来店窓口の営業時間はお問い合わせください

☎06
（6733）
4000

清津峡

苗場ドラゴンドラ

水面に峡谷が映りこむ絶景

紅葉の見ごろは例年10月中旬〜下旬

ナビダイヤル（市内通話料でOK）

0570-088877

一般電話から3分9.35円
（8.5円税別）
の市内通
話料金でご利用いただける通話サービスです。
対応エリア／大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和
歌山・三重（携帯電話・衛星電話を除く）

ಏỉʴ
ẮộỉẺỎỎể

名宿に寛ぐ
おひとりでも
ご友人とでも
ご参加
いただけます

1名1室の旅
移動中も快適に

独楽の旅人こだわりのポイント

列車Kグリーン車（在来線特急は例外があります）
ご用意

バス座席はおひとり様2席ご用意

厳選の旅館・ホテルを1名様に1室ご用意

※ロイヤルクルーザー、
グランデイズ、
スターペガサス利用コースは除く

自分だけのプライベート空間でゆっくり寛ぎの時をお過ごしください

お帰りの手荷物を宅配サービス

バス1台につき最大23名様までの優雅な旅

大きな手荷物がないので手ぶらで身軽に帰宅 ※おひとり様おひとつ

軽井沢 2泊目「万平ホテル」の外観。紅葉の見ごろは例年10月中旬〜11月中旬

上高地 紅葉の見ごろは例年10月中旬〜10月下旬
１泊目 上高地

上高地帝国
ホテル
標高約1500m。
格 式 ある本 格リ
ゾートホテルで自
然豊かな上高地を
ご堪能ください。

万平ホテルのメインダイニング

2日目夕食
（イメージ）

名門ホテルで優雅に過ごす休日
1名1室
利用

赤い三角屋根が特徴
的なホテル外観

３日間

満天の星と静寂の上高地を満喫「上高地帝国ホテル」と
憧れのクラシックホテル「軽井沢万平ホテル」
Go Toトラベル事業支援対象

81名 312名 =同行 f同乗 9不可
83282-D08 バス会社 長野観光バス同等
コース番号

ロビーラウンジ

夕食
（イメージ）

Ｇｏ Ｔｏトラベル
事業支援対象

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、
Ｇｏ Ｔｏ
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。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

旅行企画・実施

出発日

部屋別

旅行代金
（おひとり）

Z15日

1名1室

208,000円

ロイヤル・グランステージ 四季の華
月〜土9：15〜17：30
（ 土は〜13：00）
日祝休業

大阪

観光庁長官登録旅行業第 1693 号 JATA 正会員

28,000円

お支払い実額
（おひとり）
180,000円

地域共通
クーポン
12,000円

新大阪（9：00〜10：00発）T京都T〈新幹線ひかり号Kグリーン車〉T名
1 古屋T〈ワイドビューしなの・指定席 〉T松本＝上高地・上高地帝国ホテ
ttz
ル（泊） ※到着後は上高地の大自然を満喫
上高地（宿泊者だけが見る事のできる朝もやに包まれた神秘的な景色を
お楽しみください／ゆっくり11：00出発）＝松本（和御膳の昼食）＝旧軽
2 井沢銀座（自由散策）＝軽井沢・万平ホテル（泊） ※アタゴ館に宿泊。夕
食はメインダイニングにてフレンチをご用意します
xyz
軽井沢＝軽井沢レイクガーデン（秋バラが咲くナチュラルガーデン）
＝ハ
ルニレテラス（星野リゾートプロデュースのおしゃれなエリア／自由昼
3 食）＝篠ノ井T〈ワイドビューしなの・指定席 〉T名古屋T〈新幹線ひか
り号Kグリーン車〉T京都T新大阪
（18：20〜19：20着）
xtt
※星空・朝もやは天候等により見られない場合があります

関西テーマ旅行センター
〒542-8566 大阪市中央区難波4-1-15 近鉄難波ビル

支援金

［ 総合旅行業務取扱管理者
関西テーマ旅行センター：勅使河原大二 ］

旅行業公正取引協議会会員

06（6733）4000

電話番号はお間違えなく
※来店窓口の営業時間は
お問い合わせください

管理番号：00073
※旅行サービスの内容、
発着時間等については、2020年7月1日を基
準日としています ※詳しい旅行内容を記載した書面をお送りします
ので、事前にご確認のうえお申し込みください

ロイヤルグランステージ 国内

検索

