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管理番号：00103
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〒160-8308 東京都新宿区西新宿6-3-1  新宿アイランドウイング　　［総合旅行業務取扱管理者 柏山卓士・大沢千夏］　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。

テーマ旅行センター

03（4335）6240ロイヤル・
グランステージ

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

FAX 24時間受付 03（3566）2811

03（5323）5588歴史
神社仏閣
お参り・美食 FAX 24時間受付 03（5323）6771

03（5323）5566ハイキング
登山
シリーズ FAX 24時間受付 03（5323）6849

街道あるき

美食探訪

クラブツーリズム最上級国内旅行

おひとり様、1泊あたり最大2万円、日帰り最大1万円が補助されます

2020年8月20日発行／旅行設定期間2020年9月～2021年1月

ウォーク＆
　ハイキング

登山 寺社仏閣の旅

歴史への旅

写真びより

®

92.8%92.8%92.8%92.8%
お客様満足度お客様満足度

06210-B48
出発日コース番号

■Z1・③・5・8・⑩・11・12・14日

225,000円 28,000円 197,000円 12,000円
旅行代金（おひとり）

2名1室
230,000円 28,000円 202,000円 12,000円
235,000円 28,000円 207,000円 12,000円
240,000円 28,000円 212,000円 12,000円

無印

○印

（）印

●印

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

■Z23・㉘日 ■X❺・11・19日 ■C14・㉕日 ■A⑩・20日出発日

1

2

和倉温泉＝白米千枚田（世界農業遺産）＝上時国家（国指定重要文化財の江戸時代
の民家）＝ホテルこうしゅうえん（新鮮な日本海の幸の海鮮丼の昼食)＝キリコ会館
（能登伝統のお祭りの巨大キリコの展示）＝輪島塗漆芸工房（職人の作業風景・買い
物）＝和倉温泉・加賀屋別邸松乃碧（泊）

東京（9：30～10：30発）T大宮T北陸新幹線@グリーン車（禁煙）T金沢T特急・指
定席T和倉温泉＝〈ホテル無料送迎バス〉＝和倉温泉・加賀屋別邸 松乃碧（泊）
※15：00着予定。前田家ゆかりの茶室のある庭園や、伝統美で統一された美術館の
ような館内 ttz

xyz

３
和倉温泉＝ひがし茶屋街（人力車に乗って、普段ツアーでは通らない道を散策）＝金
沢ニューグランドホテル（フランス料理の昼食）＝兼六園（日本三名園を自由散策）＝
金沢T新幹線@グリーン車（禁煙）T大宮T東京（19：20～20：30着） xyt

=同行 38名 82名 f一部同乗 9不可 busc北日本観光バスまたは同等

1

2

上林温泉（10：00発）＝小布施（今が旬、新栗で賑わう「栗の街」を自由
散策。創業200年の老舗・桜井甘精堂の栗甘味のお土産付き）＝小布
施・メゾン・ド・ナチュール（北信五岳が一望できる絶景レストランでフ
ランス料理の昼食）＝新宿（18：10予定）＝東京（18：50予定）

東京（9：00発）＝新宿（9：50発）＝信州中野（巨峰狩り体験）＝上林温
泉・上林ホテル仙壽閣（泊）※16：30着予定。湯船から溢れる湯量豊富
な温泉をご堪能ください。夕食は焼き松茸・土瓶蒸し・松茸のすき焼
きを始めとする松茸懐石料理。信州の秋を香りと舌でお楽しみくださ
い。夕食・朝食はお食事処またはお部屋食にてご用意します ttz

xyt

=同行 31名 812名 f同乗 9不可 busc日の丸自動車または神奈中観光またはなの花交通

日
帰
り

各地発＝ル・マリアージュ（自家農園で採れた無農薬野菜や八ヶ岳な
らではの旬の食材を用いたフランス料理の昼食）＝清里テラス（パノ
ラマリフトで絶景の清里テラスへ／自由散策）＝勝沼（一房のシャイ
ンマスカット狩り）＝各地着（19：00～20：00予定） tyt

=同行 312名 81名 f同乗 busc日の丸自動車または神奈中観光またはなの花交通

3
　　 連泊でゆったり巡る北陸路
和倉
温泉「加賀屋別邸 松乃碧」に連泊 日間

大人の隠れ家宿でくつろぎの刻を過ごす

クラブツーリズムの最上級国内旅行 ロイヤル・グランステージ四季の華 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

経
バ

落ち着きある大人のための旅
未成年の方のご参加はご遠慮いただいております。

の華 
落

弊社最上級Sランク指定の
旅館・ホテルにご宿泊
※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

未

弊
旅

往復の列車はグリーン車・禁煙席を利用
※秋田・山形・九州新幹線、在来線特急は一部例外があります

旅
※

往

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
東海道・山陽・九州新幹線に3辺の合計が160cm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。

往
※

お
※

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

※

ツ

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

※

1
ツ

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。
※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

※

ゆ
宿

クラブツーリズム最上級バス

ロイヤルクルーザー
四季の華 碧号

未成年の方のご参加はご遠慮いただいております。

ゆったり
3列シート

心安らぐのおもてなし
◆ 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 ロイヤルクルーザー　 検索

クラツー go to 検索

四季の華　 検索

06340-B48
06341-B48
06342-B48
06343-B48
06344-B48
06345-B48
06346-B48

出発日コース番号

■Z2・⑩日
■Z③・6日
■Z7日
■Z9日
■Z1日
■Z④・8日
■Z5日

錦糸町（7：30発）・東京（8：00発）
練馬（7：20発）・新宿（8：00発）
大井町（7：20発）・渋谷（8：00発）
上野（8：00発）
立川（8：00発）・ＪＲ八王子（8：50発）
横浜ロビー（8：00発）
中央林間（7：30発）・町田（8：00発）

発着地（時間）

コース番号 12600-B48

加賀屋別邸 松乃碧

※天候により雲海、富士山、南アルプスは
　ご覧いただけない場合があります。

ツアーポイントツアーポイント
●自家農園で採れた無農薬野菜
などを使用した四季の華特別メ
ニューのフレンチ。その日の旬
の食材をお楽しみください。
●あなた好みのシャインマスカット
を一房お持ち帰り
●富士山や南アルプスなどの絶景
を一望できる極上の清里テラスへ

■ クラブツーリズムの安全・安心に向けた取り組みについて
令和2年7月27日更新

※下記内容は、今後の社会情勢等により変更となる場合があります

クラブツーリズムでは、お客様および当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取り組んでま
いります。

〈クラブツーリズム基本対策〉
1. 3密対策：ソーシャルディスタンスの確保やツアー参加人数の制限、利用する空間の換気を実施します
2. 接触対策：接触部分の定期的な消毒や適切な場所への消毒液等の設置、接触機会の削減を実施します
3. 飛沫対策：マスク類の着用や他者との距離の確保、飛沫拡散機会の削減を実施します
4. 体調管理：体調の確認や検温などを実施します
▶当社の具体的な取り組みおよびお客様へのお願いについてはWEBサイトの動画もご覧下さい

■ 当社の具体的な取り組み
1. ツアーディレクター（添乗員）および当社スタッフは、検温などの体調管理を徹底します
2. ツアーディレクター（添乗員）および当社スタッフは、業務中はマスクまたはフェイスガード等を着用します
3. バス乗降口など適切な場所に消毒液等を設置します
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
　 参加人数を19名様以下に限定し、貸切バスの座席をひとり２席または窓側座席利用としているコースもご用意しております
5. 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）
6. バス車内は毎日接触箇所を消毒します
7. 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
　 ※ガイディングレシーバーの使用など、密集しない対策を取り団体行動へご案内する場合があります
8. 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

ツアーポイント
●焼き松茸・土瓶蒸し・すき焼きな
ど旬の松茸を様々な調理法で
お召し上がりください
●絶景レストランで、小布施町の
旬の食材を使ったフランス料理
に舌鼓

ツアーポイントツアーポイント

清里テラス

●言わずと知れた名旅館「加賀屋」のさらに上質なおもてなしを
追及した「別邸松乃碧」にご宿泊
●北陸初のインクルーシブシステムで様々なサービスが旅行代
金に含まれています（右記参照）

名旅館「加賀屋」が手掛けた、“大人の特別な時間を愉しめる宿”。館内の至るところ
に輪島塗や九谷焼など加賀の伝統工芸品が飾られて、美術館のような和の趣に満ち
た名宿です。

上林ホテル仙壽閣
大きな岩と竹の打たせ湯で作られた野趣に富んだ造り
が特徴の、１日約1,036トンの湯量を誇る贅沢な露天風
呂が魅力。

手指消毒液をご用意しております。

眺望の良いレッグレスト付きのゆと
りの座席。通常のバスより座席が
少ない最大19席でご案内します。

※四季の華お客様満足度：2019年4月
～2020年3月のご参加者対象アンケー
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）

自家栽培の無農薬野菜や果物を
メインとするフレンチレストラン。清
里の色鮮やかな旬の食材をご堪
能ください。

•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

「ル・マリアージュ」

　　 オーベルジュ「ル・マリアージュ」で
清里
高原フレンチとシャインマスカット狩り日帰り

標高1,900ｍの特等席！ 絶景「清里テラス」 旬の巨峰狩りと和と洋の美味を食すGoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

清里のオーベルジュ昼食

外観外観

露天風呂露天風呂

露天風呂露天風呂

客室（一例）客室（一例）

夕食（一例）夕食（一例）

夕食（一例）夕食（一例）

松茸の土瓶蒸し（イメージ）松茸の土瓶蒸し（イメージ）焼き松茸（イメージ）焼き松茸（イメージ）

ロビーロビーエントランスエントランス

昼食（一例）昼食（一例）

マスカット
（イメージ）
マスカット
（イメージ）

上上林林ホテル仙仙壽壽閣閣

GoToTT
トトラベル事業
支援対象

2
　　 長野産松茸懐石と信州秋の実り
「上林

ホテル仙壽閣」 美食と名湯に寛ぐ 日間

巨峰
（イメージ）

巨峰
（イメージ）

座席（イメージ）座席（イメージ）

化粧台付きトイレ（イメージ）化粧台付きトイレ（イメージ）

■シートの横幅は約50cm　■全席シートにUSBポート・コンセントを設置
■化粧台付きトイレ完備　■ヘッドピロー　■空気清浄機付き　■インアームテーブル

化粧台付きトイレ完備で安心

ゆったり3列シート

※一房お持ち帰り※一房お持ち帰り

※バスにより一部仕様が異なります

※滞在中、お好きなだけお楽しみいただけます。

※写真は碧号のイメージです。「海号」「空号」「碧号」いずれかでご案内します。

※「外気導入モード」を利用することで、約5分で車内の空気を入れ替えることができます。※「外気導入モード」を利用することで、約5分で車内の空気を入れ替えることができます。

ロビーロビー

GoTo
トラベル事業
支援対象

～安心して旅行にご参加いただくために～
新型コロナウイルス感染予防に対する取り組み

3名1室も承ります。詳しくはお問い合わせください。

●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。

30,000円 7,000円 23,000円 3,000円
旅行代金（おひとり）

31,000円 7,000円 24,000円 3,000円
無印

○印

支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

103,000円 14,000円 89,000円 6,000円
旅行代金（おひとり）

2名1室
108,000円 14,000円 94,000円 6,000円

無印

○印

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

4名1室・3名1室・1名1室も承ります。詳しくはお問い合わせください。

詳しくはWEBにてご確認ください

ご旅行代金の

半額相当が補助されます！最大で

体験する・学ぶ・楽しむ

美食探訪美
おひとり様、1泊あたり最大2万円、日帰り最大1万円が補助されます

®®®®®®®®®®®®®®®

クラツー go to 検索詳しくはWEBにてご確認ください

ご旅行代金の

半額相当が補助されます！最大で

テーマのある旅
街

Go To Travel
キャンペーン

旅し
て日本

を盛り上げよう



美食探訪 旬の食材や各地の名店でその土地ならではの
滋味に感動する旅へ。少人数・ゆとりの行程で
ご案内いたします。おひとり参加も大歓迎です。

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）

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

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
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。

登山初級A
500m以上

4時間以上
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。

登山初級B

5時間以上

登山中級A
700m以上

6時間以上
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。

登山中級B

7時間以上 ●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。
●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。 

マークの見方

ツアーお申し込み時のお願い

ご請求はお電話もしくはクラブツーリズム  のホームページからお申し込みください。

専用パンフレットをご用意しています！資料請求はこちら！
花めぐり
美食探訪
スケッチ

資料請  求番号
 0006  4-B48

こころの旅
歴史への旅
おとなの寺旅
名城めぐり

資料請求番号
00033-B48

写真
びより

資料請求番号
00042-B48

登山の旅

資料請求番号
00069-B48

ウォーク＆
ハイキング
の旅

資料請求番号
00038-B4803（5323）5566

ハイキング・登山
お問い合わせ 月～金 9：15～17：30

土　 9：15～13：00（日・祝休業）

03（5323）5588
※写真はすべてイメージです。●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。

歴史・神社仏閣・お参り・花めぐり・美食
お問い合わせ 月～金 9：15～17：30

土　 9：15～13：00（日・祝休業）

コース番号 04800-B48

1

2
丸亀=74甲山寺（子宝を願う地蔵の前掛け）=73出釈迦寺（記憶力
倍増）…プチ歩きへんろ体験（ゆるい下り坂・約10分）…72曼荼羅
寺（一切の病が癒える）=71弥谷寺（厄除け・長寿を願う）=1霊山寺
（お遍路さん出発地の寺）=徳島B羽田（18：45～20：20着）

羽田（7：20～8：05発）B高松=77道隆寺（江戸時代より続く眼病予
防の目治し薬師）=76金倉寺（愚痴を聞いてくれる「愚痴聞きわら
べ」と一つだけ願いを聞いてくれる「一願一杓地蔵」）=75善通寺
（弘法大師誕生の地。僧侶と共に境内散策。お遍路さんの心得法
話と心も身体もリフレッシュする88ヶ所お砂ふみ体験）=丸亀・
オークラホテル丸亀【B】（泊）※大浴場完備のシティホテル tyz

xyt

=同行 315名 81名 fなし 9不可 busc琴参バス同等

ご案内 先達一部同行（目的地・バス乗車　区間のみ同行）

1

東京（8：00～9：00発）T〈新幹線〉T品川T新横浜T京都
＝しょうざんリゾート（昼食）＝〈タクシー〉＝常照寺（本阿弥
光悦建立の寺院）…光悦寺（美しい紅葉のトンネル）＝〈タ
クシー〉＝しょうざんリゾート（バス乗換）＝京都府立植物
園（紅葉観賞）＝妙心寺・退蔵院（閉門後の特別訪問／名店
「阿じろ」の夕食）＝京都・エルシエント京都（泊）

2

京都＝宝泉院（開門前の貸切拝観／「額縁庭園」観賞と
お抹茶のおもてなし）＝美山荘（秋の摘草料理の昼食）
＝京都T〈新幹線〉T新横浜T品川T東京（20：00～
21：00着）

tyz

xyt

※紅葉の見頃：11月中旬～12月上旬

=同行 315名 81名 fなし 9不可 busc帝産観光バス同等

2
日間

四季の草花をあしらった門外不出の美し
い料理と日本の美をちりばめた空間、細や
かな心くばりが多くの人を魅了します。

料理（イメージ）料理（イメージ）

　摘草料理　
野草一味庵 美山荘  　摘草料理 美

客殿の西方の柱と柱の空間を「額」に見立て、鶴亀庭園を観賞する「額縁庭園」。
開門前の静寂な空間をゆっくりご覧いただきます。
客殿の西方の柱と柱の空間を「額」に見立て、鶴亀庭園を観賞する「額縁庭園」。
開門前の静寂な空間をゆっくりご覧いただきます。

閉門後の幻想的な空間と照らされる
真紅の紅葉を愛でながら、名店「阿じ
ろ」の精進料理をお楽しみください。

閉門後の幻想的な空間と照らされる
真紅の紅葉を愛でながら、名店「阿じ
ろ」の精進料理をお楽しみください。

客殿の西方の柱と柱の空間を「客殿の西方の柱と柱の空間を「客殿の西方の柱と柱の空間を客殿の西方の柱と柱の空間を
宝泉院 額縁庭園

～閉門後特別拝観～
妙心寺「退蔵院」

弘法大師七福めぐり

（イメージ）

1

2

長浜＝西教寺（明智光秀の墓）＝坂本城跡（光秀築城）＝びわこ楽
園ホテル井筒（地元の食材も使用「湖国御膳」の昼食）＝丹波亀山
城跡（光秀築城）＝福知山城（光秀が築城した城で唯一天守閣が
ある）＝京都・リノホテル京都【B】または同等クラス（泊）

東京（7：20～8：00発）T品川T新横浜T〈新幹線こだま号〉T三河安
城＝桶狭間古戦場公園（織田信長が勝利した戦い）＝光秀横丁・麒麟
がくる 岐阜 大河ドラマ館（自由昼食・自由見学）…織田信長公居館跡
…岐阜城（Q金華山ロープウェー／織田信長・斎藤道三が城主）＝長
浜・ホテル&リゾーツ 長浜【B】(泊) ※温泉大浴場でゆったり ttz

xyt

3

京都＝本能寺跡（「本能寺の変」舞台）＝本能寺＝勝竜寺城（光秀が
最後にいた城）＝大山崎町歴史資料館（光秀最後の戦い・豊臣秀吉
に敗れた山崎合戦）＝八幡（宇治抹茶ぜんざい付・京都八幡御膳の
昼食）＝明智藪（光秀終焉の地）＝関ヶ原合戦跡地（笹尾山・石田三
成本陣跡、徳川家康最後陣地）＝岐阜羽島T〈新幹線こだま号〉T
新横浜T品川T東京（20:40～21:50着） xyt

=同行 315名 81名 fなし 9不可 busc名鉄観光バス同等

空港料 580円

はじめての四国おへんろ旅 2
日間旅

思い立った

今こそ旅
しよう!

第75番 善通寺

コース番号 02778-B48

次回は4年後 ４年に一度のご利益年に行こう！

必見の明智光秀ゆかりの地へご案内

ご案内

クラブツーリズム
ナビゲーター

岐阜城

福知山城

紅葉見頃の出発日もあります紅葉見頃の出発日もあります
西教寺
紅葉の見頃：
例年11月中旬～
12月上旬
写真提供：びわ湖大津観光協会

西教寺
紅葉の見頃：
例年11月中旬～
12月上旬
写真提供：びわ湖大津観光協会

丹波亀山城跡
紅葉の見頃：
例年11月中旬～下旬

丹波亀山城跡
紅葉の見頃：
例年11月中旬～下旬

の本拠・勝竜寺城の本拠・勝竜寺城

明智光秀像明智光秀像

が城主だった岐阜城が城主だった岐阜城
織田信長

明智光秀

おへんろ旅 4年一度しかないご利益年の2020年。
「ＮＯ！３密」ニュースタイルのお参り旅で
心も体もリフレッシュしましょう。

江戸時代より善通寺を中心とした７１番
から７７番の７ヶ寺を参拝すれば、88ヶ寺
を巡ったと同じご利益があるといわれる。
さらに、今年は、４年に一度のうるう年で
功徳の年回りでご利益満載！

おとなの寺旅 神社仏閣の知られざる
魅力を訪ねる旅へ
ご案内します。

歴史への旅 ガイディングレシーバー付！
解説を聞き旅の楽しさアップ！

※行程の番号は四国八十八ヶ所の札番です。 ※神社仏閣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。 ※2名以上でお申込みの場合でもシングルルームに分かれる場合がございます。

※行程の内の番号は札番です

納経所、宿坊、宿泊施設、食堂等は、
予防対策を講じてお待ち致しており
ます。四国遍路は野外でのお詣りで、
リスクのない旅と評価されておりま
す。今だからこそ新しい生活様式で
のお遍路をはじめましょう。

魅力のポイント
２日間で逆打ち・
お遍路めぐり

おへんろ入門法話を
拝聴。身体に優しい
季節の精進料理 法話（イメージ）

「新しい生活様式」での
四国遍路をはじめましょう

限定朱印

※（別料金：各寺300円）

コース番号 04616-B48

1

2 奈良＝紀三井寺（50年に1度の御開帳）＝高野山（案内人付でめぐる奥の院と檀上伽藍）＝奈良・同上【C】（連泊）

東京（7：33～8：33発）T品川・新横浜（途中乗車可）T〈新幹線ひかり号〉T京
都＝比叡山延暦寺・東塔（根本中堂）＝西塔（初公開「瑠璃堂」と釈迦堂内陣特別
拝観）＝奈良・奈良ワシントンホテルプラザ【C】または同等クラス（泊）tyz

xyt

3 奈良＝東大寺・千手堂＝興福寺・国宝館＝法隆寺＝名古屋T〈新幹線ひかり号〉T新横浜・品川（途中降車可）T東京（20：12～21：12着） xtt

=同行 318名 81名 fなし 9不可 busc帝産観光バスまたは同等クラス

高野山や法隆寺など関西を代表する5つの世界遺産寺院へ

クラブツーリズム　神社仏閣 検索

まだまだあります！　　　　　　　「おとなの寺旅」ツアー
の紹介動画や出発決定のおすすめコース
など掲載しきれないコースもWEBで配信

東大寺 千手堂東大寺 千手堂

紀三井寺

でめぐる奥

かり号〉T京
堂内陣特別
泊）tyz

xyt

　　　　　まだまだあり
の紹介動画や出発決定のおすすめコース
など掲載しきれないコースもWEBで配信

◆高野山「奥の院・壇上伽藍」は案内人付きで拝観
◆興福寺では永遠の美少年「国宝・阿修羅像」拝観

「おとなの寺旅」ツアーます！
や出発決定のおすすめコース

院・壇上伽藍」は案内人付きで拝観

永遠の美少年「国宝・阿修羅像」拝観
◆延暦寺では通常非
公開「釈迦堂内陣特
別公開」や期間限定
御朱印の進呈も

◆10/22～11/15出発
は法隆寺夢殿御
開帳へご案内

興福寺 国宝・阿修羅像

秋色に染まる釧路・五色に変わるオンネトー
道東でゆったり過ごす 6日間写真びよりホームページ

にて好評発売中！

=（ツ デ クタ［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）bubb suu css（利用バス会

※写真は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。

秋色に染まる釧路・五色に変わるオンネトー
道東でゆったり過ごす 6日間ページ

中！
※このコースは、当誌面からのお電話による直接のお申し込みは承っておりません。詳しくは当社ホームページをご覧いただくか、資料（説明書）をご請求のうえお申し込みください。

コース番号 E6000-B48
講師同行なし

※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。 
※日本100名城、続日本100名城は（公財）日本城郭協会の選定です。

戦国武将織田信長VS明智光秀
ゆかりの地と岐阜大河ドラマ館 ２日間

小和田哲男先生特別講演会
＝びわこ楽
＝丹波亀山
一天守閣が
）

号〉T三河安
秀横丁・麒麟
長公居館跡
が城主）＝長
り ttz

xyt
戦国武将織田信長
ゆかり 地と岐阜

小和田11月7日
限定

コース番号 03187-B48 =同行 81名 340名 9不可

2020年話題のドラマにて、時代考証をご担当されている
静岡大学名誉教授・岐阜市歴史博物館名誉館長 

GoTo
トラベル事業
支援対象

京都「野草一味庵 美山荘」の摘草料理と
「鮎の宿つたや」で松茸を食す 口福の旅 2日間

コース番号 C2474-B48

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

朝・夕 2つの特別拝観でめぐる朝 夕 の特別拝観でめぐる

22
日間

大原・
宝泉院「額縁庭園」開門前貸切拝観と
 野草 
一味庵美山荘 実り多き秋の摘草料理 　

大原・
宝泉院「額縁庭園」開門前貸切拝観と
 野草 
一味庵美山荘 実り多き秋の摘草料理 　

=同行 815名 31名 9不可

=同行 81名 315名 9不可 bあり

オンネトーの紅葉オンネトーの紅葉

松茸(イメージ)松茸(イメージ)

コース番号 03400-B48

●日本アルプスの絶景が望めるエリアへご案内！2日目は、
日本百名山にも選定され、はじめての3,000ｍ越えの山
としておすすめな乗鞍岳に登山ガイドがご案内いたし
ます。お客様7名様に付き1名の引率者がいますので、万
が一のリタイアの際にもしっかりサポートいたします。
●宿泊は弊社Sランクホテル、「５つ星の宿」でゆっくりと
おくつろぎください。

1

2

飛騨高山温泉＝畳平…肩の小屋…　蚕玉岳（2,979
ｍ）…　乗鞍岳・剣ヶ峰（3,026m／アルプスの山々や
富士山など3,000ｍ越えからの絶景を満喫）…畳平＝
松本T〈特急〉T八王子T立川T新宿(20：00～21：10
着） ■歩行約6㎞、約2時間40分

新宿（7：30～9：00発）T立川T八王子T〈特急〉T松
本＝上高地（２日目に向けて各自足慣らしハイキング
／約3時間）＝高山温泉・ホテルアソシア高山リゾート
【S】（泊）
※飛騨牛御膳の夕食。弊社Ｓランク・「５つ星の宿」に宿
泊！ 絶景露天風呂でごゆっくり ttz

xtt

=同行 312名 81名 bあり 9不可 busc平成交通同等

●日本アルプスの絶景が望
日本百名山にも選定され
としておすすめな乗鞍岳

　　  アルプスの絶景を見に行こう！

　  乗鞍岳と
上高地 2日間

登山入門 日本百名山コース番号 25408-B48

が一のリタイアの際にもしっか
●宿泊は弊社Sランクホテル、「５
おくつろぎください。

（2,979
の山々や
…畳平＝

急〉T松
イキング
リゾート

の宿」に宿
ttz

等

露天風呂 客室（一例）

夕食（イメージ）

弊社Sランクホテルの温泉宿に泊まる
ゆったり登山の旅

はじめての登山・標高3,000ｍ越えに
おすすめ！ 

へご案内！2日目は、
の3,000ｍ越えの山
イドがご案内いたし
者がいますので、万

乗鞍岳日
帰
り

各地発＝道の駅なるさわ（富士山の眺望）
＝青樹ヶ原樹海入り口…〈洞穴群を巡りな
がら樹海遊歩道を歩きます〉…眼鏡穴（内
部へ入ります）…神座風穴…かまぼこ穴
（内部へ入ります）…県道71号地点＝道の
駅なるさわ＝各地着（18：10～19：00予
定） ■歩行：約9㎞、約4時間 tut

=同行 315名 81名 bあり buscみずほ観光同等

許可を得たガイドとしか入れない
青木ヶ原樹海はじまりの地へ

日帰り
第1回 第1回

　　

日

各地発＝道の駅なるさわ（富士山の眺望）
＝青樹ヶ原樹海入り口…〈洞穴群を巡りな
がら樹海遊歩道を歩きます〉…眼鏡穴（内

scss みずほ観光同等

青木ヶ原樹海 はじまりの地へ許可を得たガイドとしか入れない許許許許許許許許許許可可可許許可可可可可可可をを可をををを得をををを得得得をを得得得得得得得得たた得得たたたたガたたたガガガたガガガガイガガガイイイガイイイドイドドドドドドととドととととしとととししししししかかしかかかか入入かか入か入入入か入入入入入入入れれ入れれれれなれれななななななないななないいいいいいい
青木ヶ原樹海はじまりの地へ青青青青青青青青木青青青木木木青木木木木ヶ木木木ヶヶヶ木ヶヶヶ原原ヶ原ヶ原原原原原原原樹樹原原樹原樹樹樹原樹樹樹樹海樹樹樹海海海樹海海海海は海海海ははは海ははははじはははじじじはじじじじままじじままままりまままりりりまりりりののりりのののののののの地地のの地地地地地地地地へ地地へへへへへへへ

日日日日日日帰り帰帰帰帰帰り帰帰りりりりり
第1回

各地発 道の駅なるさわ（
=同行 315名 81名 bありbusbb

第1回 青木ヶ原樹海 は

ひとりでは行けない旅

第1回ツアー

満足率97.5%

発着地（出発時間）／出発日
H2601-B48
H2611-B48
H2691-B48
H2621-B48
H2631-B48
H2641-B48
H2661-B48
H2651-B48
H2671-B48
H2681-B48

新宿（7：30発） 
上野（7：30発）
立川（7：00発）JR八王子（7：50発）
横浜東口（7：30発）
町田（7：00発）中央林間（7：30発）
新都心（7：00発） 
川越（7：20発）入間市（8：00発）
南越谷（7：00発）
津田沼第2（7：00発）京成津田沼（7：10発）
千葉（7：00発）

コース番号
Z3・16・18・21日
Z2・17・25日
Z1・11日
Z4・14・30日 X7日
Z22日
Z8・24日
L26日
X1日
L27日 Z15日
Z7・31日

ハイク初級 ガイド同行 ガイディングレシーバー

では

ハイク初級 ガイド同行 ガイデ

ガイド同行だからこそ行けるまだ見ぬ場所へご案内

第2回以降のご案内・ツアーの
詳細はWEBでご確認ください

9・10・11月スタート
全5回 ●+ 番外編

※2019年実施のツアー参加者約700名のアンケート5段階評
価中「満足」「ほぼ満足」の回答率

第1回に
ご参加
ください！

まずは

登山中級A 世界遺産 登山ガイド（2日目のみ） 参加制限75歳まで

温泉宿に泊まるゆったり登山の旅

の登山・標高3,000ｍ越えにおすすめ
！ 

コー

ご案縄文杉

コース番号 25695-B48

1

2

3

宮之浦＝荒川登山口…ウィルソン株…大王杉…　縄
文杉（島内最大級の屋久杉）…（往路下山）…荒川登山
口＝宮之浦・シーサイドホテル屋久島【B】（泊） 
■歩行約22㎞、約9時間 ※縄文杉トレッキングが体力
に不安のある方は、白谷雲水峡ハイキングプランもご
用意！ 詳しくはお問い合わせください

羽田（8：00～9：50発）B鹿児島＝鹿児島港R〈高速船〉
R屋久島・宮之浦港…宮之浦・シーサイドホテル屋久
島【B】（泊） ttz

utz

宮之浦＝大川の滝（日本の滝百選のひとつ）＝中間ガジュマ
ル＝千尋の滝＝安房（昼食と買い物）＝安房港R〈高速船〉R
鹿児島港＝鹿児島B羽田（19：00～21：30着） xyt

=同行 312名 81名 bあり 9不可 busc屋久島交通同等

じっくり世界自然遺産・屋久島を満喫！！
まで登山中級A 世界遺産 登山ガイド（2日目のみ） 参加制限75歳まス番号 25695-B48

じじっくくくりりり世世世界界界自自自然然然遺遺遺産産産・・屋屋屋久島島島ををを満満喫！！

　　屋久島最大級の杉
縄文杉トレッキング
3日間

三代杉

標高910m標高910m

標高
600m
標高
600m

仁王杉

大王杉

夫婦杉

翁杉
ウィルソン株

大株歩道入口

トロッコ道歩き
ゆるやかに標高があがります

トイレ
ポイント

荒川登山口いざ出発！

縄文杉への道のり／片道11km（往復22km）

ここから本格的
な登山道に

2.7km 1.9km 3.9km 0.7km 0.8km1.0km

標高
1,050m
標高
1,050m

標高
1,300m
標高
1,300m

縄文杉 感動のゴール！

●一生に一度は見たい世界遺産・屋久島を代表す
る名所・縄文杉トレッキングへご案内！
現地ガイドも6名様につき1名同行します！
リタイヤするときも下山をサポートします。
●海岸線を望む絶景ロケーションの
ホテルに2連泊！
●最終日は島内観光をしながら
屋久島の大自然を満喫ください。

魅力のポイント

大川の滝

ウィルソン株

詳しくはWEBをご確認ください！まだまだ
 あります！ クラブツーリズム　屋久島 検索

樹海深部の
神秘を探る

登山の旅 登ってみて見られる絶景、山頂での達成感が
味わえる登山の旅へガイド同行でご案内しますハイキング・シリーズ・街道あるき

※紅葉の見頃：例年9月下旬～10月中旬 ※富士山は天候により見られない場合
があります。 ※日本百名山／深田久弥著『日本百名山』に由来する百座 ※「5つ
星の宿」の基準は❶「人気温泉旅館ホテル250選」に通算5回以上入選した宿で
あること。❷対象年度の「人気温泉旅館ホテル250選」に入選していること。

※日本の滝百選は環境省選定 ●屋久島入山協力金のお願い／屋久島宿
泊のコースは1,000円の協力金（任意）が徴収されます

ホテルに2連泊！
●最終日は島内観光をしなが
屋久島の大自然を満喫くだ

シーサイド
ホテル
屋久島

縄文杉へ

客室（一例）客室大浴場

千尋の滝

魅力のポイント

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

絶対に絶対に

1名1室同旅行代金

バス1人
2席利用

=同行 81名 315名 9不可 bあり busc羽後交通同等

1

2

3

4

6

7

5

東京（11：20～13：30発）T上野・大宮（途中乗車可）T〈新幹線〉T田沢湖＝〈ホテル無料送迎バス〉
＝田沢湖高原温泉・プラザホテル山麓荘【B】または駒ヶ岳グランドホテル【B】（泊）※到着後は滞在
中の過ごし方などをご案内。温泉大浴場完備のホテルに6連泊。湯治もお楽しみください　
田沢湖高原温泉＝日帰りプラン①白神山地ハイキング（世界遺産の地。ガイド同
行で白神十二湖めぐり／歩行約3時間）＝田沢湖高原温泉・同上【B】（泊）

ttz

田沢湖高原温泉＝日帰りプラン②奥入瀬渓流ウォーク（石ヶ戸から子ノ口までガイド
同行でハイキング／歩行約4時間）＝十和田湖＝田沢湖高原温泉・同上【B】（泊）

xuz

xuz

田沢湖高原温泉＝日帰りプラン③八幡平ハイキング（日本百名山をガイド同行
でハイキング／歩行約3時間）＝田沢湖高原温泉・同上【B】（泊）

田沢湖高原温泉＝日帰りプラン④森吉山ハイキング（ゴンドラ利用で高山植物の
宝庫をガイド同行でご案内／歩行約3時間）＝田沢湖高原温泉・同上【B】（泊）
田沢湖高原温泉＝日帰りプラン⑤秋田駒ヶ岳ハイキング（阿弥陀池までガイド同行でハイキング／歩行約
3時間）＝〈ホテル無料送迎バス〉＝田沢湖T大宮・上野（途中下車可）T東京（18：00～19：30着）

xuz

xuz

xut

田沢湖高原温泉…終日自由行動…田沢湖高原温泉・同上【B】（泊） xtz

ココース

o
ベル
援対

GoToTT
ラベル事業業業業
支援対象

紅葉に魅せられる東北と名湯の旅

みちのく長期滞在ハイキング
Go

トラベ
支援

7日間

❶紅葉のベストシーズンの東北
に添乗員同行でご案内
❷露天風呂付きの田沢湖温泉の
ホテルに6連泊
❸滞在期間中は追加料金なしでガ
イド同行で東北のハイキングス
ポットをめぐる日帰りツアー付き
❹お弁当付きで滞在中最大17食付き
❺おひとり参加に嬉しい1名1室
同旅行代金（部屋数限定）

秋田駒ヶ岳

※日本百名山とは、深田久弥著『日本百名山』に由来する百座。
※紅葉の見頃：秋田駒ヶ岳 9月下旬～10月中旬・八幡平 9月下旬～10月上旬

1

2

=ド
z

行
z

z

❹お弁当付きで滞在中最大17食付き
❺おひとり参加に嬉しい1名1室
同旅行代金（部屋数限定）

ディングレシーバー

植物の

／歩行約
xuz

xut

の

約
z

t
プラザホテル山麓荘
露天風呂 （一例）

コース番号 R9004-B48
1名1室同旅行代金（部屋数限定）

ハイク中級 温泉宿泊案内人同行（2・3・4・6・7日目）

基準は❶「人気温泉旅館ホテル250選」に通算5回以上入選した宿で
❷対象年度の「人気温泉旅館ホテル250選」に入選していること。

紅葉の絶景が広がる日本百名山
赤城山の最高峰

黒檜山 日帰り　

明智光秀 が築城が築城

17,300円 5,500円 11,800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

中山道六十九次
2

飛騨
ｍ）…
富士
松本
）■

飛
泊！ 絶

の見
す。
基の基

。❷

着）
※紅葉の
があります
星の宿」
あ
星の宿」
あること。

魅力の
ポイント

料理（イメージ）

奈良井宿奈良井宿奈良井宿

～いいとこどりで一気にめぐる！ 5日間の旅～

木曽路

碓氷峠めがね橋碓氷峠めがね橋碓氷峠めがね橋

和田宿本陣和田宿本陣和田宿本陣

関ヶ原合戦場関ヶ原合戦場関ヶ原合戦場

信濃路

上州

美濃路

各地の名物も
お楽しみ♪

登山

お知らせいたします。●東京都居住の方はGoToトラベ
）いたしますので、お客様には、旅行代金に対する支援

昼神温泉 露天風呂

上諏訪や昼神
など名湯の
温泉地に宿泊！
旅の疲れを
癒しましょう！

1日目・夕食
佐久ホテル
鯉の旨煮御膳

1日目
昼食
おぎのや
釜飯

1日目
昼食
おぎのや
釜飯

5日目
醒ヶ井宿の
昼食

名物にじます

5日目
醒ヶ井宿の
昼食

名物にじます

現地より

ご利益
満載

59,900円 14,000円 45,900円 6,000円
旅行代金（おひとり）

1～3名1室

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■Z6日 ■X8・15・16日 ■C6・7・13・14日出発日

通常1番から順に88番まで巡る「順打ち」に
対し、「うるう年」に88番から逆まわりで巡る
ことによって、いつにもまして「ご利益があ
る」といわれています。

逆打ち
とは？

195,000円 56,000円 139,000円 24,000円1～2名
1室

ツアーの詳細は
WEBでご確認
ください！10月5·14日

出発日

106,000円 28,000円 78,000円 12,000円
112,000円 28,000円 84,000円 12,000円
112,000円 28,000円 84,000円 12,000円
118,000円 28,000円 90,000円 12,000円

旅行代金（おひとり）
2～3名
1室

1名1室

2～3名
1室

無印

○印
1名1室

部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■Z23日 ■X13・㉖日 ■C1・4日出発日

125,000円 14,000円

111,000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

■Z5・
13・18日

出発日

137,000円
旅行代金（おひとり）

2～4名
1室 28,000円

支援金

109,000円
お支払い実額

12,000円
地域共通クーポン

147,000円 28,000円 119,000円 12,000円1名1室

部屋別
■Z24・28日 ■X10・13日出発日

53,900円
旅行代金（おひとり）

2～4名
1室 14,000円

支援金

39,900円
お支払い実額

6,000円
地域共通クーポン

60,900円 14,000円 46,900円 6,000円1名1室

部屋別
■Z1・3・6・9日出発日

空港料580円

魅力のポイント
169,000円 59,000円 110,000円 25,000円
旅行代金（おひとり）1～4名1室

183,000円 64,000円 119,000円 27,000円
無印

○印

支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■L20・27日 ■ Z4・⑪日出発日

八幡平

十二湖・青池

2日目

4日目

※第1回・第2回はヘルメットとヘッドランプを装着し、洞穴内部へ入ります。特別な技術は必要ありません
が、動きやすい服装でご参加ください。※富士山は天候によりご覧いただけない場合があります。

※C4690は、当パンフレットからはお申し込みできません。
　ホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。

コース番号 C4690-B48

旅行代金（おひとり）部屋別 支援金 お支払い実額 地域共通クーポン
■C11・25日出発日

=同行 310名 81名 bあり 9不可

ナビ ガイディングレシーバー

◆街道あるき担当者が厳選した
旧中山道のみどころをぎゅぎゅっと凝縮！
◆中山道ならではの名物・銘菓や銘酒をご賞味！
◆各地の歴史ある名刹や名城にもご案内します！
◆弊社A・Sランクのホテルに宿泊！温泉もお楽しみください！

GoTo
トラベル事業
支援対象

GoTo
トラベル事業
支援対象

登山初級A 日本百名山 花の百名山 関東百名山

25833-B48
D8001-B48
D8301-B48
D8401-B48

新宿（7：20発） 
横浜（7：00発）
津田沼第2（6：50発）京成津田沼（7：00発）
さいたま新都心（7：00発）川越（8：00発）

コース番号 発着地（出発時間）／出発日
Z18・21・24日
Z17日
Z25日
Z20日

20,900円 7,000円 13,900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

2

※紅黒檜山

日
帰
り

各地発＝黒檜山北登山口…　黒檜山（1,828ｍ）…
駒ヶ岳…覚満淵…ビジターセンター＝各地着（17：00
～18：50予定） ■歩行約4.5㎞、約4時間 ttt

=同行 315名 81名 bあり busc東京・神奈川発：みずほ
観光同等、千葉発：桜木観光同等、埼玉発：関越バス（埼玉）同等

112,000円 14,000円

98,000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
■X26・
27・29・
30日

出発日

97,900円 28,000円 69,900円 12,000円
旅行代金（おひとり）
1～2名1室

107,900円 28,000円 79,900円 12,000円
無印

○印

支援金 お支払い実額 地域共通クーポン

■Z22・29日 ■X8・15・㉑・29日出発日

※紅葉の見ごろは例年10月中旬～下旬 ※日本百名山／深田久弥著『日本
百名山』に由来する百座 ※花の百名山／田中澄江の著書『花の百名山』に
由来する百座 ※関東百名山／山と渓谷社刊『関東百名山』に由来する百座

グループ
以外バス
相席なし

24名様
限定

いよいよ１２月まで！

四国八十八ヶ所霊場会会長 畠田秀峰師

和歌山

滋賀

奈良

73,800円 14,000円
59,800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

■X7日出発日

※当書面からのお電話
による直接のお申込み
は承っておりません。詳
しくは弊社ホームページ
をご覧ください。

高野山や法隆寺など関西を代表表する5つの世界遺産寺院へ

この秋だけの揃い踏み3ヶ寺同時御開帳この秋だけの揃い踏み3ヶ寺同時御開帳 3
日間

平安期2つの秘仏
重文・十一面観音像
重文・千手観音像

50年に一度の
秘仏御開帳

延暦寺「瑠璃堂」
織田信長の焼き討ちを免れた
比叡山唯一のお堂の内部を初公開

本邦
初公開

東大寺「千手堂」
厨子入千手観音像や
重文・四天王像など特別公開

7年ぶり
御開帳

バス1人2席利用
1名1室同旅行代金
奈良市内に2連泊

11月上旬～下旬は紅葉も見ごろ3連休出発もご用意

1名1室同旅行代金

グループ
以外バス
相席なし

各日
27名様
限定

3
日間

織田信長・明智光秀から豊臣秀吉・徳川家康へ

信長光秀ゆかりの城巡り 3
日間

織 信長信長長・・明・ 智光智光光秀か秀か秀から豊ら豊ら豊臣秀臣秀秀吉・吉吉・・徳川徳川家康家康へへへ

信信信信信信長長長 秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀光光秀秀秀光光光光光光光光光光光光秀秀秀秀秀秀秀秀秀光光秀秀秀秀光光光光光光光光光光光秀秀秀 のののりりのののりりのののかかかりりりりゆゆかかゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆかかか のの りりりりり城城城巡巡巡巡巡巡りりり巡巡巡巡りりり巡城城城城城城城城城城城城城 りりりりり城城城城城

戦国武将の謎と素顔に迫る！織田信長・明智光秀から豊臣秀吉・徳川家康へ

　戦いの桶狭間・本能寺・関ヶ原と
信長・光秀ゆかりの城巡り  解説付！4府県　　　

12の歴史舞台探訪　　

※当書面からのお電話による直接のお申込みは承っておりません。
　詳しくは弊社ホームページをご覧ください。


