


◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

史跡を訪ねる・令和ゆかりの地・クルーズの旅

4175 新元号記念企画 2日間

令和ゆかりの大宰府と宗像大社
　大化から248番目の元号「令和」の典拠は1200年余り前に編纂された日本最古の
歌集「万葉集」にあります。九州の大宰府で行われた「梅花の宴（ばいかのえん）」を記
した万葉集の序文であることが発表されました。新元号ゆかりの大宰府と世界遺産登
録の宗像大社の神宝館と中津宮のある大島に渡り、沖津宮の遥拝所を訪ねます。

食事 朝食：1回　昼食：2回　夕食：1回

宿泊 ルートイングランディア大宰府（1名～2名1室・洋室）

出 発 日 旅行代金

ＪＲ新大阪駅（8時～ 9時）発―（新幹線）―ＪＲ博多駅＝◎大宰府展示館（博
多人形による「梅花の宴」を再現展示）＝○太宰府天満宮（菅原道真を祀る）
…◎九州国立博物館（大宰府の歴史・文化を国内外に向けて紹介する特別
企画「令和」を開催）＝ルートイングランディア大宰府（泊）

＝神湊港～○大島（歴史ガイドの案内で宗像大社の中津宮参拝と沖津宮の
遥拝所）～神湊港＝◎宗像大社（宗像一族の数多くの神宝や文化財を展示す
る神宝館を見学。参拝）＝JR博多駅―JR新大阪駅（19時～20時）ごろ着

1

2

福岡

59,800円
62,800円

8月1日（木）
1名1室

2名1室

 食 事 　朝食：2回、昼食：2回、夕食：2回

　にっぽん丸で優雅に瀬戸内海をクルーズ。明石海峡大橋、瀬戸大橋、因島大橋、関門大橋を通航します。大三島出港後はサンセットクルーズをお楽し
みいただき、秋の瀬戸内海ディナーをいただきます。博多港に到着し新元号「令和」ゆかりの大宰府政庁跡などを訪ねます。

スケジュール日程

1

2

3

神戸港17時発～瀬戸内海をクルーズ～（船中泊）

大三島（8時着、通船を利用し上陸します。別途、オプションの観光がございます。16時出
港）～（サンセットクルーズ）～（船中泊）

～博多港9時着＝（タクシー又は貸切バス）＝◎大宰府展示館（博多人形による「梅花の宴」を再
現展示）＝○太宰府天満宮（菅原道真を祀る）＝JR博多駅―JR新大阪駅（19時～20時）ごろ着

出 発 日 旅行代金

141,000円
133,000円
123,000円

10月18日（金）
スーペリアステート （2名1室）
コンフォートステート （2名1室）
スタンダートステート （2名1室）

スーペリアステート コンフォートステート スタンダートステート

4 1 7 7
旅行番号

にっぽん丸で優雅に瀬戸内海をクルーズ。明石海峡大橋、瀬戸大橋、因島大橋、関門大橋を通航します。大三島出港後はサンセットクルーズ

瀬戸内海クルーズ・大三島と令和ゆかりの大宰府瀬戸内海クルーズ・大三島と令和ゆかりの大宰府瀬戸内海クルーズ・大三島と令和ゆかりの大宰府
にっぽん丸クルーズと新元号ゆかりの地 福岡 愛媛

3日
間

貸切バス会社名　西鉄観光バスまたは同等クラス

貸切バス会社名　西鉄観光バスまたは同等クラス

※大三島の観光ツアーのオプションの詳細は2019年9月ごろ発表いたします。

太宰府天満宮太宰府天満宮

にっぽん丸にっぽん丸

中津宮中津宮

大宰府政庁跡大宰府政庁跡

4087 優雅なサロンコンサートと欧風料理を堪能 日帰り

レトロな大阪倶楽部で室内楽コンサート＆
ガスビル食堂の特別ディナー
　大正時代のモダニズム建築を代表する大阪倶楽部（登録有形文化財）で、関
西を拠点に活躍する室内楽団「日本テレマン協会」が主催する室内楽演奏会
「ヴィヴァルディの饗宴（きょうえん）」を鑑賞します。指揮者の延原武春氏のプレ
トークもお楽しみください。
　大阪倶楽部は建築家の安井武雄が設計した、南欧風の様式に東洋風の手法
を加味した自由様式建築の代表作です。夕食は、同じく安井武雄が設計した近代
大阪のシンボルともいえる大阪ガスビル（登録有形文化財）のガスビル食堂で、
本格欧風料理の「コンサート特別ディナー」をご用意しています。

食事 夕食：1回　ガスビル食堂（特別ディナー）

出 発 日 旅行代金

12,800円7月26日（金）

大阪ガスビル8階ガスビル食堂16時集合…食事前にコンサートをより楽しんで
いただくための、テレマン協会からのミニ解説とガスビル食堂からのお料理の解
説があり、「特別ディナー」の夕食…（徒歩約5分）…◎大阪倶楽部（4階ホールで
日本テレマン協会マンスリーコンサート「ヴィヴァルディの饗宴（きょうえん）」を鑑
賞。18時30分～20時30分ごろ）…現地解散

大阪

大阪倶楽部でのテレマン協会マンスリーコンサート大阪倶楽部でのテレマン協会マンスリーコンサート

 出演
指揮・オーボエ：延原　武春
ヴァイオリン：浅井　咲乃
チェロ：鷲見　敏
テレマン室内オーケストラ

 プログラム
A.ヴィヴァルディ
歌劇「オリンピアーデ」序曲
オーボエ協奏曲
チェロ・ソナタ
ヴァイオリン協奏曲「ムガール大帝」
3 つのヴァイオリンのための協奏曲
ヴァイオリンとチェロのための協奏曲

2



◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。
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◆バス旅行出発・乗車場所の「大阪梅田」は毎日新聞ビル前です。  ◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

4176 新年号記念企画 日帰り

万葉のふるさと因幡の史跡を訪ねる
　新年号「令和」の典拠となった万葉集では、因幡国
守であった大伴家持が、その最後を飾る歌を詠んで
います。因幡万葉歴史館や因幡国庁跡、大伴家持歌
碑と岡益石などを現地ガイドの案内で訪ねます。

食事 昼食：1回（家持弁当）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

11,800円7月20日（土）
大阪梅田8時発＝◎因幡万葉歴史館（万葉集や大伴家持に関する展示）＝○因幡
国庁跡（大伴家持が赴任した因幡国府の中心）＝○大伴家持の歌碑（天平宝宇3
年に因幡国庁で開かれた宴で大伴家持が詠んだ歌。万葉集を締めくくる歌となっ
ている）＝○宇倍神社（因幡の一の宮。ご祭神は武内宿禰）＝○岡益の石堂（切石
を用いた巨大な石塔）＝○梶山古墳（7世紀の古墳）＝梅田18時30分ごろ着

鳥取

4178 天皇ご即位祝賀記念　特別ご開扉 日帰り

三井寺の国宝・金堂「特別公開」と信楽焼の里
　三井寺では天皇ご即位祝賀
記念として、特別ご開扉「秘仏
結縁」国宝・金堂内陣をこの時
期だけ特別参拝いたします。合
わせて宝物と国宝、勧学院客殿
の特別拝観もいたします。秋か
らの連続テレビドラマの舞台と
なる信楽焼の里を訪ね、ローカ
ル列車にもご乗車します。

食事 昼食：1回　信楽陶芸村（近江牛すき焼御膳）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

10,800円10月10日（木）
大阪梅田8時発＝京都・竹田駅前8時45分（乗車可）＝◎三井寺（特別ご開扉「秘
仏結縁」国宝・金堂内陣参拝。国宝、勧学院客殿特別公開。文化財収蔵庫の特別
公開）＝○信楽焼の里（窯元散策路をウオーク）＝◎信楽焼陶芸の森（信楽焼の
展示館）＝信楽高原鉄道（ローカル電車で信楽駅から貴生川駅まで素朴な風景
を眺めながら走ります。自由席）＝京都・竹田駅前（下車可）＝梅田18時ごろ着

滋賀

三井寺三井寺

信楽高原鉄道信楽高原鉄道

4179 日本の伝統技能の粋を集めた迎賓館と夏の京の旅 日帰り

京都迎賓館と下賀茂・大原を訪ねて
　京都で、海外からの賓客をお
迎えし、日本への理解と友好を
深めていただく施設として平成
17年に建設された京都迎賓館
を参観し、下賀茂神社の糺の森
の河合神社などを参拝。苔の美
しい回遊式庭園の三千院を訪
ね、大原の里を散策します。

食事 昼食：1回　京都ガーデンパレス（松花堂）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円7月29日（月）
大阪梅田8時30分発＝京都・竹田駅前9時15分（乗車可）＝○下賀茂神社（世
界遺産、美麗祈願の河合神社、縁結びの相生社）＝◎京都迎賓館（日本の伝統
技能の粋を集めた最高のおもてなしの場。一般参観）＝大原・○三千院（国宝阿
弥陀三尊や池泉回遊式の名園）＝JR京都駅前（下車可）＝梅田18時ごろ着

京都

縁結びの相生社縁結びの相生社

京都迎賓館京都迎賓館

4184 日本人のこころのふるさとを巡る 日帰り

伊勢の神々と斎宮を訪ねて
　天照大御神（あまてらすおお
みかみ）をお祀りする内宮（皇
大神宮）と豊受大御神（とよう
けのおおみかみ）をお祀りする
外宮（豊受大神宮）を参拝しま
す。
　伊勢神宮に使えた皇女、斎王
とその居所、歴史を紹介する斎
王歴史博物館を訪ねます。

食事 昼食：1回　岩戸屋（伊勢志摩の海鮮陶板和膳）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

10,800円8月1日（木）
大阪梅田8時発＝○外宮（衣食住を始め産業の守り神である豊受大御神を祀
る）＝○内宮（天照大御神を祀る皇大神宮を参拝）＝◎斎宮歴史博物館（飛鳥時
代から南北町時代にかけて続いた斎宮について展示）＝○斎王の森（斎王宮
跡）＝梅田19時ごろ着

三重

斎宮歴史博物館館内斎宮歴史博物館館内

伊勢神宮　宇治橋伊勢神宮　宇治橋

史跡を訪ねる旅・令和ゆかりの地やご即位記念ご開帳

因幡国庁跡因幡国庁跡

大伴家持　歌碑大伴家持　歌碑 大伴家持像大伴家持像

◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

史跡を訪ねる旅・日本再発見の旅

4121 世界文化遺産の地を訪ねて天草や島原の鮮魚も食す 3日間

原城原城大江天主堂大江天主堂

天草四郎と天草市天草四郎と天草市

島原武家屋敷島原武家屋敷 島原城外堀島原城外堀

ペーが墓ペーが墓 ローカル列車 島原鉄道ローカル列車 島原鉄道 日野江城跡日野江城跡

4486 ひそかに信仰を守り続けてきた独特の文化を訪ねて 4日間

五島列島・世界文化遺産、
潜伏キリシタン教会巡礼

　長崎県、西彼杵半島、外海地区の潜伏キリシタン集落と、五島列島の五つの島
を巡る潜伏キリシタン教会五つの世界遺産の教会を訪ねます。
　国の重要文化財にも指定されている出津教会堂から、長崎県西彼杵半島の田
舎の海岸風景を楽しみながら長崎市内へ。翌日からは、高速艇、海上タクシー、
ジャンボタクシーなどを効率よく利用し、島に残された潜伏キリシタン教会をくま
なく巡る4日間の島旅です。

食事 朝食：3回、昼食：3回、夕食：2回

宿泊 ①長崎市・コンフォートホテル長崎（洋室）　
②五島市・ホテル上乃家（洋室）　
③上五島町・有川ビーチホテル浦（和室）

※島内はタクシーの分乗になります。
貸切バス会社名　長崎ラッキーバスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

9月23日（月）

神戸空港（11時～13時）発→長崎空港＝○出津教会堂（世界文化遺産・外
国人神父の設計による初期の教会）＝長崎市内（泊）

…長崎港（7時40分）発～＜高速艇＞～福江港・福江島＝◎堂崎天主堂＝○
楠原教会＝○水ノ浦教会＝遣唐使ふるさと館（昼食）＝○淵の元キリシタン
墓地＝○貝津教会＝○高浜ビーチ＝○井持浦教会・ルルド＝○大瀬崎断崖
展望所＝五島市（泊）
＝福江港～田の浦港・久賀島＝○浜脇教会＝牢屋の窄＝蕨港～五輪港…○
旧五輪教会（世界文化遺産・徒歩１５分）…五輪港～＜海上タクシー＞～奈留
島・江上港…○江上天主堂（世界文化遺産）…江上港～（キリシタン洞窟・貸
切クルーズ）～若松港＝○大曽教会＝○頭ヶ島天主堂（世界文化遺産）＝新
上五島町（泊）

1

2

7時発＝津和崎港～野崎港…○旧野首教会（世界文化遺産）…野崎港～津
和崎港＝○仲知教会＝○青砂ヶ浦教会＝有川港～佐世保港＝＜シャトルバス
＞＝長崎空港→神戸空港または伊丹空港（１8時～20時30分）着

3

4

長崎

144,000円
148,800円

2名1室

1名1室

天草﨑津集落と島原半島の
潜伏キリシタン教会巡礼と街歩き
　天草の世界文化遺産の地をゆっくりと探訪します。天草下島の﨑津集落や天
草市周辺の潜伏キリシタンゆかりの地へ。一揆の中心となった島原の乱で有名
な「天草四郎時貞」立て籠もりの地・原城や島原市内の名所を散策します。最終
日にはノスタルジックな島原鉄道や列車を乗り継ぎ長崎空港へ。
　また、今回の旅の楽しみの一つに天草・島原の温泉と有明海の海の幸（鮑の踊
り焼や鮃姿造り他）味覚散歩も楽しみください。

食事 朝食：2回、昼食：2回、夕食：2回

宿泊 ①天草温泉・ホテル四季咲館（1名～3名1室）
②島原温泉・ホテルシーサイド島原（1名～3名1室）

貸切バス会社名　出水観光バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

10月15日（火）

神戸空港（午前）発→鹿児島空港＝長島＝蔵之元港～牛深港＝○天草・﨑津
集落と﨑津天主堂（世界文化遺産）…﨑津諏訪神社＝○大江天主堂＝天草
温泉（泊）

＝○天草市（キリシタン館、殉教戦千人塚、城山公園キリシタン墓地、祇園
橋）＝鬼池港～口之津港＝○口之津教会跡＝○原城跡・天草四郎の墓（世界
文化遺産）＝○有馬キリシタン遺産記念館＝○日野江城跡（世界文化遺産）
＝島原市・島原温泉（泊）

＝島原（○午前中、街をゆっくり散策。白土湖・名水百選、湧水庭園「四明
荘」、島原武家屋敷、島原城など）…島原外港…島原外港駅―（島原鉄道）―
JR諫早駅－JR大村駅＝長崎空港→神戸空港（午後）着

1

2

3

長崎

115,000円
118,000円

2名～ 3名1室

1名1室

天草・﨑津天草・﨑津

野首教会野首教会 江上天主堂江上天主堂

浜脇教会浜脇教会

五輪教会 チャーター船五輪教会 チャーター船

天草の料理天草の料理

有川の伊勢海老と五島牛他有川の伊勢海老と五島牛他

ステンドグラスステンドグラス野首教会 祭壇野首教会 祭壇
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◆バス旅行出発・乗車場所の「大阪梅田」は毎日新聞ビル前です。  ◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

4176 新年号記念企画 日帰り

万葉のふるさと因幡の史跡を訪ねる
　新年号「令和」の典拠となった万葉集では、因幡国
守であった大伴家持が、その最後を飾る歌を詠んで
います。因幡万葉歴史館や因幡国庁跡、大伴家持歌
碑と岡益石などを現地ガイドの案内で訪ねます。

食事 昼食：1回（家持弁当）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

11,800円7月20日（土）
大阪梅田8時発＝◎因幡万葉歴史館（万葉集や大伴家持に関する展示）＝○因幡
国庁跡（大伴家持が赴任した因幡国府の中心）＝○大伴家持の歌碑（天平宝宇3
年に因幡国庁で開かれた宴で大伴家持が詠んだ歌。万葉集を締めくくる歌となっ
ている）＝○宇倍神社（因幡の一の宮。ご祭神は武内宿禰）＝○岡益の石堂（切石
を用いた巨大な石塔）＝○梶山古墳（7世紀の古墳）＝梅田18時30分ごろ着

鳥取

4178 天皇ご即位祝賀記念　特別ご開扉 日帰り

三井寺の国宝・金堂「特別公開」と信楽焼の里
　三井寺では天皇ご即位祝賀
記念として、特別ご開扉「秘仏
結縁」国宝・金堂内陣をこの時
期だけ特別参拝いたします。合
わせて宝物と国宝、勧学院客殿
の特別拝観もいたします。秋か
らの連続テレビドラマの舞台と
なる信楽焼の里を訪ね、ローカ
ル列車にもご乗車します。

食事 昼食：1回　信楽陶芸村（近江牛すき焼御膳）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

10,800円10月10日（木）
大阪梅田8時発＝京都・竹田駅前8時45分（乗車可）＝◎三井寺（特別ご開扉「秘
仏結縁」国宝・金堂内陣参拝。国宝、勧学院客殿特別公開。文化財収蔵庫の特別
公開）＝○信楽焼の里（窯元散策路をウオーク）＝◎信楽焼陶芸の森（信楽焼の
展示館）＝信楽高原鉄道（ローカル電車で信楽駅から貴生川駅まで素朴な風景
を眺めながら走ります。自由席）＝京都・竹田駅前（下車可）＝梅田18時ごろ着

滋賀

三井寺三井寺

信楽高原鉄道信楽高原鉄道

4179 日本の伝統技能の粋を集めた迎賓館と夏の京の旅 日帰り

京都迎賓館と下賀茂・大原を訪ねて
　京都で、海外からの賓客をお
迎えし、日本への理解と友好を
深めていただく施設として平成
17年に建設された京都迎賓館
を参観し、下賀茂神社の糺の森
の河合神社などを参拝。苔の美
しい回遊式庭園の三千院を訪
ね、大原の里を散策します。

食事 昼食：1回　京都ガーデンパレス（松花堂）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円7月29日（月）
大阪梅田8時30分発＝京都・竹田駅前9時15分（乗車可）＝○下賀茂神社（世
界遺産、美麗祈願の河合神社、縁結びの相生社）＝◎京都迎賓館（日本の伝統
技能の粋を集めた最高のおもてなしの場。一般参観）＝大原・○三千院（国宝阿
弥陀三尊や池泉回遊式の名園）＝JR京都駅前（下車可）＝梅田18時ごろ着

京都

縁結びの相生社縁結びの相生社

京都迎賓館京都迎賓館

4184 日本人のこころのふるさとを巡る 日帰り

伊勢の神々と斎宮を訪ねて
　天照大御神（あまてらすおお
みかみ）をお祀りする内宮（皇
大神宮）と豊受大御神（とよう
けのおおみかみ）をお祀りする
外宮（豊受大神宮）を参拝しま
す。
　伊勢神宮に使えた皇女、斎王
とその居所、歴史を紹介する斎
王歴史博物館を訪ねます。

食事 昼食：1回　岩戸屋（伊勢志摩の海鮮陶板和膳）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

10,800円8月1日（木）
大阪梅田8時発＝○外宮（衣食住を始め産業の守り神である豊受大御神を祀
る）＝○内宮（天照大御神を祀る皇大神宮を参拝）＝◎斎宮歴史博物館（飛鳥時
代から南北町時代にかけて続いた斎宮について展示）＝○斎王の森（斎王宮
跡）＝梅田19時ごろ着

三重

斎宮歴史博物館館内斎宮歴史博物館館内

伊勢神宮　宇治橋伊勢神宮　宇治橋

史跡を訪ねる旅・令和ゆかりの地やご即位記念ご開帳

因幡国庁跡因幡国庁跡

大伴家持　歌碑大伴家持　歌碑 大伴家持像大伴家持像

◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

史跡を訪ねる旅・日本再発見の旅

4121 世界文化遺産の地を訪ねて天草や島原の鮮魚も食す 3日間

原城原城大江天主堂大江天主堂

天草四郎と天草市天草四郎と天草市

島原武家屋敷島原武家屋敷 島原城外堀島原城外堀

ペーが墓ペーが墓 ローカル列車 島原鉄道ローカル列車 島原鉄道 日野江城跡日野江城跡

4486 ひそかに信仰を守り続けてきた独特の文化を訪ねて 4日間

五島列島・世界文化遺産、
潜伏キリシタン教会巡礼

　長崎県、西彼杵半島、外海地区の潜伏キリシタン集落と、五島列島の五つの島
を巡る潜伏キリシタン教会五つの世界遺産の教会を訪ねます。
　国の重要文化財にも指定されている出津教会堂から、長崎県西彼杵半島の田
舎の海岸風景を楽しみながら長崎市内へ。翌日からは、高速艇、海上タクシー、
ジャンボタクシーなどを効率よく利用し、島に残された潜伏キリシタン教会をくま
なく巡る4日間の島旅です。

食事 朝食：3回、昼食：3回、夕食：2回

宿泊 ①長崎市・コンフォートホテル長崎（洋室）　
②五島市・ホテル上乃家（洋室）　
③上五島町・有川ビーチホテル浦（和室）

※島内はタクシーの分乗になります。
貸切バス会社名　長崎ラッキーバスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

9月23日（月）

神戸空港（11時～13時）発→長崎空港＝○出津教会堂（世界文化遺産・外
国人神父の設計による初期の教会）＝長崎市内（泊）

…長崎港（7時40分）発～＜高速艇＞～福江港・福江島＝◎堂崎天主堂＝○
楠原教会＝○水ノ浦教会＝遣唐使ふるさと館（昼食）＝○淵の元キリシタン
墓地＝○貝津教会＝○高浜ビーチ＝○井持浦教会・ルルド＝○大瀬崎断崖
展望所＝五島市（泊）
＝福江港～田の浦港・久賀島＝○浜脇教会＝牢屋の窄＝蕨港～五輪港…○
旧五輪教会（世界文化遺産・徒歩１５分）…五輪港～＜海上タクシー＞～奈留
島・江上港…○江上天主堂（世界文化遺産）…江上港～（キリシタン洞窟・貸
切クルーズ）～若松港＝○大曽教会＝○頭ヶ島天主堂（世界文化遺産）＝新
上五島町（泊）

1

2

7時発＝津和崎港～野崎港…○旧野首教会（世界文化遺産）…野崎港～津
和崎港＝○仲知教会＝○青砂ヶ浦教会＝有川港～佐世保港＝＜シャトルバス
＞＝長崎空港→神戸空港または伊丹空港（１8時～20時30分）着

3

4

長崎

144,000円
148,800円

2名1室

1名1室

天草﨑津集落と島原半島の
潜伏キリシタン教会巡礼と街歩き
　天草の世界文化遺産の地をゆっくりと探訪します。天草下島の﨑津集落や天
草市周辺の潜伏キリシタンゆかりの地へ。一揆の中心となった島原の乱で有名
な「天草四郎時貞」立て籠もりの地・原城や島原市内の名所を散策します。最終
日にはノスタルジックな島原鉄道や列車を乗り継ぎ長崎空港へ。
　また、今回の旅の楽しみの一つに天草・島原の温泉と有明海の海の幸（鮑の踊
り焼や鮃姿造り他）味覚散歩も楽しみください。

食事 朝食：2回、昼食：2回、夕食：2回

宿泊 ①天草温泉・ホテル四季咲館（1名～3名1室）
②島原温泉・ホテルシーサイド島原（1名～3名1室）

貸切バス会社名　出水観光バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

10月15日（火）

神戸空港（午前）発→鹿児島空港＝長島＝蔵之元港～牛深港＝○天草・﨑津
集落と﨑津天主堂（世界文化遺産）…﨑津諏訪神社＝○大江天主堂＝天草
温泉（泊）

＝○天草市（キリシタン館、殉教戦千人塚、城山公園キリシタン墓地、祇園
橋）＝鬼池港～口之津港＝○口之津教会跡＝○原城跡・天草四郎の墓（世界
文化遺産）＝○有馬キリシタン遺産記念館＝○日野江城跡（世界文化遺産）
＝島原市・島原温泉（泊）

＝島原（○午前中、街をゆっくり散策。白土湖・名水百選、湧水庭園「四明
荘」、島原武家屋敷、島原城など）…島原外港…島原外港駅―（島原鉄道）―
JR諫早駅－JR大村駅＝長崎空港→神戸空港（午後）着

1

2

3

長崎

115,000円
118,000円

2名～ 3名1室

1名1室

天草・﨑津天草・﨑津

野首教会野首教会 江上天主堂江上天主堂

浜脇教会浜脇教会

五輪教会 チャーター船五輪教会 チャーター船

天草の料理天草の料理

有川の伊勢海老と五島牛他有川の伊勢海老と五島牛他

ステンドグラスステンドグラス野首教会 祭壇野首教会 祭壇
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◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

神武天皇ゆかりの地を訪ねる

4181 天皇陵めぐり・番外編 2日間

神武東征伝承の地・吉備高島宮

食事 朝食：1回　昼食：1回　夕食：0回

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

大阪梅田8時発＝笠岡港～○高島（徒歩で神ト山頂へ、神武天皇が吉凶を占っ
た場所とされる。高島行宮遺趾碑。片道徒歩約20分）～笠岡港＝福山（泊）

＝田尻・○八幡神社（吉備高島宮趾碑）＝田島・○重森神社（吉備高島宮趾
碑）＝○鞆の浦（常夜灯、いろは丸展示館など散策）＝梅田19時ごろ着

1

2

広島

宿泊 ルートイングランティア福山（1名1室）

27,800円10月2日（水） 1名1室

　神武の舟軍は、阿岐国の多祁理宮（たけりのみや）で７年、吉備国の高島宮で
８年過ごしている。『紀』では安芸国でほぼ一ヶ月、吉備国の高島宮で３年すご
し、軍舟、武器、兵糧をこの地で蓄え、東に向かい出航します。諸説ある高島宮趾
を訪ねます。瀬戸内の潮待ち・風待ちの港で賑わった鞆の浦も訪ねます。

高島行宮遺阯碑高島行宮遺阯碑高島行宮遺阯碑高島行宮遺阯碑

4182 天皇陵めぐり・番外編 4日間

神武東征伝承の地と穂北の夜神楽

食事 朝食：2回　昼食：2回　夕食：1回（弁当）

貸切バス会社名　宮崎交通または同等クラス

出 発 日 旅行代金

神戸三宮フェリーターミナル19時10分発～（船中泊・寝台）

宮崎港8時40分着＝○宮崎神宮（神武天皇を主祭神とする）＝○皇宮屋（神武天
皇が東征するまでの皇居跡と伝えられる）＝○西都原古墳群（わが国大1号の風
土記の丘、西都原考古博物館など）＝○穂北神社（夜神楽を見学）＝宮崎市（泊）

1

2

＝○天岩戸神社（太陽神アマテラスオオミカミが隠れたという洞窟・天岩戸を御神
体）＝○天安河原（世の中が闇に包まれた時に神々が話し合ったという）＝○高千穂
神社（高千穂八十八社の総社であり、約1800年前に創建）＝日南＝○立磐神社（神
武東征の船出の際の腰掛石が祀られる）＝○日本海軍発祥之地の石碑（神武天皇
が美々津から船出された伝説に因み建立）＝宮崎港19時10分発～（船中泊・寝台）

3

神戸三宮フェリーターミナル7時30分着4

宮崎

穂北の夜神楽穂北の夜神楽天安河原天安河原

宿泊 ①③宮崎カーフェリー（寝台）　②ルートインホテル宮崎（1名1室）

43,800円11月14日（木）

3766

関西花の寺  文月  丹波コース

食事 昼食：1回　観音寺（寺弁当）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円7月4日（木）

大阪梅田9時発＝綾部市＝②楞厳寺（蓮と「カラスの襖絵」）＝福知山市＝①丹
州観音寺（100種、1万株のあじさい寺）＝美山町（かやぶき民家の里を散策）＝
梅田18時30分ごろ着

日帰
り京都・大阪 3767

関西花の寺  葉月  京都・朽木の名庭コース

食事 昼食：1回　平八茶屋（京野菜弁当）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

14,800円8月8日（木）

大阪梅田8時30分発＝京都＝⑬法金剛院（極楽浄土を再現したハスの寺）＝高
島市＝⑭興聖寺（旧秀隣寺庭園）＝白鬚神社（琵琶湖の鳥居）＝鵜川四十八躰仏
＝梅田18時30分ごろ着

日帰
り京都・滋賀

3768

関西花の寺  長月  奈良・当尾コース

食事 昼食：1回　日本料理花鹿（松花堂弁当）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

13,800円9月12日（木）

大阪梅田8時30分発＝奈良市＝⑱白毫寺（土塀や石段の萩）＝⑰般若寺（境内
一面にコスモスが咲く）＝木津川市＝⑮岩船寺（サルスベリ）＝⑯浄瑠璃寺（九
体阿弥陀像とハギ）＝梅田18時30分ごろ着

日帰
り奈良・京都 3769

関西花の寺  霜月  舞鶴・丹波コース

食事 昼食：1回　海鮮レストランととや（和食）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円11月14日（木）

大阪梅田8時発＝丹波市＝④高源寺（天目カエデの丹波の名刹）＝舞鶴市＝③
金剛院（三重塔と錦繍の三重塔）＝梅田18時30分ごろ着

日帰
り兵庫

※花の見頃がずれる場合があります。

関西花の寺 25 ケ寺巡り
四季の美しい花が参拝される方を優しく出迎えてくれるお寺を参拝いたします。いずれかのお寺でご住職の「花説法」を
お聴きいただけます。ゆったりとした行程をご用意しております。1回のみのご参加も歓迎いたします。

◆バス旅行出発・乗車場所の「大阪梅田」は毎日新聞ビル前です。  ◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

4345 京の三大祭を観覧席で鑑賞します 日帰り

京都の祇園祭と貴船の川床料理

　京都、八坂神社の祭礼の祇
園祭。大阪の天神祭、東京の
神田祭とともに日本三大祭の
一つに数えられ、絢爛豪華な
山鉾が京都の町を巡行しま
す。御池通の観覧席で巡行を
見物。夕食は、涼を求めて京の
奥座敷、貴船で夏の風物詩の
川床料理を頂きます。

食事 昼食：1回（弁当）、夕食：1回　貴船・兵衛（川床料理）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス
※川床料理は雨天の場合、屋内の座敷などで食事となります。

出 発 日 旅行代金

18,800円7月17日（水）
大阪・天王寺駅前７時45分発＝大毎上町8時（乗車可）＝梅田8時30分（乗車
可）＝京都・近鉄竹田駅前9時10分（乗車可）＝〇御池通（有料観覧席で祇園祭
の山鉾巡行を見物、昼食弁当）＝〇貴船神社…貴船（川床料理）＝JR京都駅前
（下車可）＝梅田（下車可）＝大毎上町（下車可）＝天王寺駅前20時30分ごろ着

京都

貴船の川床貴船の川床

祇園祭祇園祭

4105 京の時代絵巻とこの時期だけの特別公開 日帰り

時代祭と東寺「宝物館」秋季特別展

　葵祭、祇園祭とともに京都三大祭の一つとして知られる時代祭。幕末の農兵
隊・山国隊の奏する笛、太鼓の音色を先頭に約2,000名、約２ｋｍにわたる 行
列は、平安京の造営された平安時代初めまでさかのぼり、京都の歴史をしのぶ
ことができます。有料観覧席でゆっくり観覧。また、東寺ではこの時期だけの寺
宝の特別展を拝観します。

食事 昼食：1回　きょうと和み館（秋のなごみ膳）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス
※時代祭の観覧時間の都合で昼食の開始時間が午後2時30分ごろを予定しております。
※時代祭の行列が雨天中止になった場合は、嵯峨野自由散策と天龍寺拝観にコース変更して
実施させていただきます。

出 発 日 旅行代金

11,800円10月26日（土）
大阪・天王寺駅前9時発＝大毎上町9時10分（乗車可）＝梅田9時30分（乗車
可）＝京都・近鉄竹田駅前10時10分（乗車可）＝○京都御苑（明治維新から平
安時代に遡り続く行列をゆっくり観覧。約2時間）＝きょうと和み館（昼食）＝東
寺・◎宝物館（秋季特別展を拝観）＝JR京都駅前（下車可）＝梅田（下車可）＝大
毎上町（下車可）＝天王寺駅前18時30分ごろ着

京都

時代祭時代祭

4108 町じゅうが踊りのるつぼ 2日間

徳島の阿波踊りと阿波十郎兵衛屋敷

食事 朝食：1回、昼食：1回、夕食：1回

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

大阪・天王寺駅前12時15分発＝大毎上町12時30分（乗車可）＝梅田13時（乗
車可）＝〇淡路花さじき（夏のお花畑）＝大鳴門橋公園（夕食）＝徳島・◎演舞場
（観覧席で阿波踊りを見物）＝阿南市（泊・大浴場あり）※23時ごろのチェックイン

9時30分発＝阿波十郎兵衛屋敷（「傾城阿波の鳴門」を上演）＝大麻比古
神社（阿波国の一の宮）＝鳴門市ドイツ館（坂東とドイツ兵について展示）
＝梅田（下車可）＝大毎上町（下車可）＝天王寺駅前16時30分ごろ着

1

2

徳島

宿泊 阿南市・ホテルルートイン阿南（1名1室・洋室）

29,800円8月15日（木） 1名1室

　400年の歴史がある徳島の夏祭り。町中に阿波おどりのお囃子が響き、踊り
子や見物客の身も心も弾みます。最終日に観覧席でゆっくりとクライマックス
の踊りを見物します。阿波人形浄瑠璃で有名な阿波十郎兵衛屋敷で国の重要
無形文化財の浄瑠璃を見学し阿波国の一の宮なども訪ねます。

徳島阿波踊り[ゑびす連 女踊り]徳島阿波踊り[ゑびす連 女踊り]

4321 奈良の夏の風物詩 日帰り

奈良の大文字と春日万燈籠

　奈良の大文字送り火は戦没者慰霊と世界平和を祈る火の祭典です。 「大」
の字は宇宙を意味するといわれており、「大」を形作る火床の数は、人間の煩悩
と同じく108ツあります。 「大」の大きさは、第一画目が109ｍ,第二画目が164
ｍ,第三画目が128ｍあり、日本最大級です。
　春日大社の境内3000基にも及ぶ燈籠は、800年前の昔から今に至るまで、
貴族や武士をはじめ庶民から奉納されたもので、2月の節分と8月14・15両日
の夜、これら全てに火が入れられます。石燈籠が整然と並ぶ二之鳥居から本社
付近、そして釣燈籠が並ぶ朱塗の廻廊などは、王朝絵巻を見るようです。

食事 夕食：1回　奈良ホテル（洋食ディナー）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス
※中元万燈籠の参拝時間の関係で早めの夕食（16時30分ごろ）開始となります。
※「大文字」点火の時（20時ごろ）に荒天の影響で、点火が中止になる場合があります。

出 発 日 旅行代金

12,800円8月15日（木）
大阪梅田14時発＝大毎上町14時15分（乗車可）＝天王寺駅前14時35分（乗車可）＝
◎東大寺（大仏殿）＝奈良ホテル（夕食）＝〇春日大社（中元万燈籠参拝）…飛火野より
奈良大文字見物＝天王寺駅前（下車可）＝大毎上町（下車可）＝梅田21時30分ごろ着

奈良

奈良大文字「写真提供：奈良市観光協会」奈良大文字「写真提供：奈良市観光協会」

日 本 の 祭 り

6



◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

神武天皇ゆかりの地を訪ねる

4181 天皇陵めぐり・番外編 2日間

神武東征伝承の地・吉備高島宮

食事 朝食：1回　昼食：1回　夕食：0回

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

大阪梅田8時発＝笠岡港～○高島（徒歩で神ト山頂へ、神武天皇が吉凶を占っ
た場所とされる。高島行宮遺趾碑。片道徒歩約20分）～笠岡港＝福山（泊）

＝田尻・○八幡神社（吉備高島宮趾碑）＝田島・○重森神社（吉備高島宮趾
碑）＝○鞆の浦（常夜灯、いろは丸展示館など散策）＝梅田19時ごろ着

1

2

広島

宿泊 ルートイングランティア福山（1名1室）

27,800円10月2日（水） 1名1室

　神武の舟軍は、阿岐国の多祁理宮（たけりのみや）で７年、吉備国の高島宮で
８年過ごしている。『紀』では安芸国でほぼ一ヶ月、吉備国の高島宮で３年すご
し、軍舟、武器、兵糧をこの地で蓄え、東に向かい出航します。諸説ある高島宮趾
を訪ねます。瀬戸内の潮待ち・風待ちの港で賑わった鞆の浦も訪ねます。

高島行宮遺阯碑高島行宮遺阯碑高島行宮遺阯碑高島行宮遺阯碑

4182 天皇陵めぐり・番外編 4日間

神武東征伝承の地と穂北の夜神楽

食事 朝食：2回　昼食：2回　夕食：1回（弁当）

貸切バス会社名　宮崎交通または同等クラス

出 発 日 旅行代金

神戸三宮フェリーターミナル19時10分発～（船中泊・寝台）

宮崎港8時40分着＝○宮崎神宮（神武天皇を主祭神とする）＝○皇宮屋（神武天
皇が東征するまでの皇居跡と伝えられる）＝○西都原古墳群（わが国大1号の風
土記の丘、西都原考古博物館など）＝○穂北神社（夜神楽を見学）＝宮崎市（泊）

1

2

＝○天岩戸神社（太陽神アマテラスオオミカミが隠れたという洞窟・天岩戸を御神
体）＝○天安河原（世の中が闇に包まれた時に神々が話し合ったという）＝○高千穂
神社（高千穂八十八社の総社であり、約1800年前に創建）＝日南＝○立磐神社（神
武東征の船出の際の腰掛石が祀られる）＝○日本海軍発祥之地の石碑（神武天皇
が美々津から船出された伝説に因み建立）＝宮崎港19時10分発～（船中泊・寝台）

3

神戸三宮フェリーターミナル7時30分着4

宮崎

穂北の夜神楽穂北の夜神楽天安河原天安河原

宿泊 ①③宮崎カーフェリー（寝台）　②ルートインホテル宮崎（1名1室）

43,800円11月14日（木）

3766

関西花の寺  文月  丹波コース

食事 昼食：1回　観音寺（寺弁当）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円7月4日（木）

大阪梅田9時発＝綾部市＝②楞厳寺（蓮と「カラスの襖絵」）＝福知山市＝①丹
州観音寺（100種、1万株のあじさい寺）＝美山町（かやぶき民家の里を散策）＝
梅田18時30分ごろ着

日帰
り京都・大阪 3767

関西花の寺  葉月  京都・朽木の名庭コース

食事 昼食：1回　平八茶屋（京野菜弁当）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

14,800円8月8日（木）

大阪梅田8時30分発＝京都＝⑬法金剛院（極楽浄土を再現したハスの寺）＝高
島市＝⑭興聖寺（旧秀隣寺庭園）＝白鬚神社（琵琶湖の鳥居）＝鵜川四十八躰仏
＝梅田18時30分ごろ着

日帰
り京都・滋賀

3768

関西花の寺  長月  奈良・当尾コース

食事 昼食：1回　日本料理花鹿（松花堂弁当）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

13,800円9月12日（木）

大阪梅田8時30分発＝奈良市＝⑱白毫寺（土塀や石段の萩）＝⑰般若寺（境内
一面にコスモスが咲く）＝木津川市＝⑮岩船寺（サルスベリ）＝⑯浄瑠璃寺（九
体阿弥陀像とハギ）＝梅田18時30分ごろ着

日帰
り奈良・京都 3769

関西花の寺  霜月  舞鶴・丹波コース

食事 昼食：1回　海鮮レストランととや（和食）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円11月14日（木）

大阪梅田8時発＝丹波市＝④高源寺（天目カエデの丹波の名刹）＝舞鶴市＝③
金剛院（三重塔と錦繍の三重塔）＝梅田18時30分ごろ着

日帰
り兵庫

※花の見頃がずれる場合があります。

関西花の寺 25 ケ寺巡り
四季の美しい花が参拝される方を優しく出迎えてくれるお寺を参拝いたします。いずれかのお寺でご住職の「花説法」を
お聴きいただけます。ゆったりとした行程をご用意しております。1回のみのご参加も歓迎いたします。

◆バス旅行出発・乗車場所の「大阪梅田」は毎日新聞ビル前です。  ◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

4345 京の三大祭を観覧席で鑑賞します 日帰り

京都の祇園祭と貴船の川床料理

　京都、八坂神社の祭礼の祇
園祭。大阪の天神祭、東京の
神田祭とともに日本三大祭の
一つに数えられ、絢爛豪華な
山鉾が京都の町を巡行しま
す。御池通の観覧席で巡行を
見物。夕食は、涼を求めて京の
奥座敷、貴船で夏の風物詩の
川床料理を頂きます。

食事 昼食：1回（弁当）、夕食：1回　貴船・兵衛（川床料理）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス
※川床料理は雨天の場合、屋内の座敷などで食事となります。

出 発 日 旅行代金

18,800円7月17日（水）
大阪・天王寺駅前７時45分発＝大毎上町8時（乗車可）＝梅田8時30分（乗車
可）＝京都・近鉄竹田駅前9時10分（乗車可）＝〇御池通（有料観覧席で祇園祭
の山鉾巡行を見物、昼食弁当）＝〇貴船神社…貴船（川床料理）＝JR京都駅前
（下車可）＝梅田（下車可）＝大毎上町（下車可）＝天王寺駅前20時30分ごろ着

京都

貴船の川床貴船の川床

祇園祭祇園祭

4105 京の時代絵巻とこの時期だけの特別公開 日帰り

時代祭と東寺「宝物館」秋季特別展

　葵祭、祇園祭とともに京都三大祭の一つとして知られる時代祭。幕末の農兵
隊・山国隊の奏する笛、太鼓の音色を先頭に約2,000名、約２ｋｍにわたる 行
列は、平安京の造営された平安時代初めまでさかのぼり、京都の歴史をしのぶ
ことができます。有料観覧席でゆっくり観覧。また、東寺ではこの時期だけの寺
宝の特別展を拝観します。

食事 昼食：1回　きょうと和み館（秋のなごみ膳）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス
※時代祭の観覧時間の都合で昼食の開始時間が午後2時30分ごろを予定しております。
※時代祭の行列が雨天中止になった場合は、嵯峨野自由散策と天龍寺拝観にコース変更して
実施させていただきます。

出 発 日 旅行代金

11,800円10月26日（土）
大阪・天王寺駅前9時発＝大毎上町9時10分（乗車可）＝梅田9時30分（乗車
可）＝京都・近鉄竹田駅前10時10分（乗車可）＝○京都御苑（明治維新から平
安時代に遡り続く行列をゆっくり観覧。約2時間）＝きょうと和み館（昼食）＝東
寺・◎宝物館（秋季特別展を拝観）＝JR京都駅前（下車可）＝梅田（下車可）＝大
毎上町（下車可）＝天王寺駅前18時30分ごろ着

京都

時代祭時代祭

4108 町じゅうが踊りのるつぼ 2日間

徳島の阿波踊りと阿波十郎兵衛屋敷

食事 朝食：1回、昼食：1回、夕食：1回

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

大阪・天王寺駅前12時15分発＝大毎上町12時30分（乗車可）＝梅田13時（乗
車可）＝〇淡路花さじき（夏のお花畑）＝大鳴門橋公園（夕食）＝徳島・◎演舞場
（観覧席で阿波踊りを見物）＝阿南市（泊・大浴場あり）※23時ごろのチェックイン

9時30分発＝阿波十郎兵衛屋敷（「傾城阿波の鳴門」を上演）＝大麻比古
神社（阿波国の一の宮）＝鳴門市ドイツ館（坂東とドイツ兵について展示）
＝梅田（下車可）＝大毎上町（下車可）＝天王寺駅前16時30分ごろ着

1

2

徳島

宿泊 阿南市・ホテルルートイン阿南（1名1室・洋室）

29,800円8月15日（木） 1名1室

　400年の歴史がある徳島の夏祭り。町中に阿波おどりのお囃子が響き、踊り
子や見物客の身も心も弾みます。最終日に観覧席でゆっくりとクライマックス
の踊りを見物します。阿波人形浄瑠璃で有名な阿波十郎兵衛屋敷で国の重要
無形文化財の浄瑠璃を見学し阿波国の一の宮なども訪ねます。

徳島阿波踊り[ゑびす連 女踊り]徳島阿波踊り[ゑびす連 女踊り]

4321 奈良の夏の風物詩 日帰り

奈良の大文字と春日万燈籠

　奈良の大文字送り火は戦没者慰霊と世界平和を祈る火の祭典です。 「大」
の字は宇宙を意味するといわれており、「大」を形作る火床の数は、人間の煩悩
と同じく108ツあります。 「大」の大きさは、第一画目が109ｍ,第二画目が164
ｍ,第三画目が128ｍあり、日本最大級です。
　春日大社の境内3000基にも及ぶ燈籠は、800年前の昔から今に至るまで、
貴族や武士をはじめ庶民から奉納されたもので、2月の節分と8月14・15両日
の夜、これら全てに火が入れられます。石燈籠が整然と並ぶ二之鳥居から本社
付近、そして釣燈籠が並ぶ朱塗の廻廊などは、王朝絵巻を見るようです。

食事 夕食：1回　奈良ホテル（洋食ディナー）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス
※中元万燈籠の参拝時間の関係で早めの夕食（16時30分ごろ）開始となります。
※「大文字」点火の時（20時ごろ）に荒天の影響で、点火が中止になる場合があります。

出 発 日 旅行代金

12,800円8月15日（木）
大阪梅田14時発＝大毎上町14時15分（乗車可）＝天王寺駅前14時35分（乗車可）＝
◎東大寺（大仏殿）＝奈良ホテル（夕食）＝〇春日大社（中元万燈籠参拝）…飛火野より
奈良大文字見物＝天王寺駅前（下車可）＝大毎上町（下車可）＝梅田21時30分ごろ着

奈良

奈良大文字「写真提供：奈良市観光協会」奈良大文字「写真提供：奈良市観光協会」

日 本 の 祭 り
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◆バス旅行出発・乗車場所の「大阪梅田」は毎日新聞ビル前です。  ◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

1744 夏のお年玉企画！高山植物の宝庫を散策 日帰り

シモツケソウが群生する伊吹山のお花畑

　滋賀県最高峰の伊吹山は、標
高1377mで春から秋にかけて
は高山植物が咲き、色とりどりの
花々がハイカーを迎えてくれま
す。下界より涼しい伊吹山のお
花畑を歩きます。
　日ごろのご愛顧の感謝を込め
て3,900円サンキュー価格でご
案内いたします。

食事 昼食：0回（各自持参）　　※最小催行人員30名様

歩行 2㎞　約2時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

3,900円8月4日（日）
大阪梅田8時発＝○伊吹山スカイテラス駐車場…高山植物の宝庫のお花畑を散策
（約4時間）…西登山道…山頂1377m…中央登山道…駐車場＝梅田17時ごろ着

滋賀

伊吹山　西登山道（シモツケソウ群生）伊吹山　西登山道（シモツケソウ群生）

伊吹山　西登山道とクサフジ伊吹山　西登山道とクサフジ

1805 大岸壁を大小の滝が流れ落ちる 日帰り

天川みたらい渓谷と洞川温泉

　息を飲むほどの美しいエメラルドグリーンの渓谷、景色を楽しみながら天川
ミタライ渓谷を歩きます。一汗かいた後は修験者が疲れをとった洞川温泉で入
浴し、修験道のメッカ龍泉寺や芸能の神と言われる天河大弁財天社も参拝。

食事 昼食　1回（弁当）

出 発 日 旅行代金

8,800円7月31日（水）・8月24日（土）
大阪梅田8時発＝〇天川川合…弁天渕橋（エメラルドグリーンに輝く神秘的な
淵を見ながら）…白倉橋…みたらい滝…（みたらい遊歩道）…光の滝…観音峠
口＝○洞川温泉（入浴）…龍泉寺など散策＝〇天河大弁財天社（参拝）＝梅田
18時ごろ着

奈良

1788 西の尾瀬を散策 日帰り

サワギキョウやビッチュウフウロの
鯉が窪湿原を歩く

　国指定天然記念物の鯉が窪湿原は 3.6ヘクタールの面積があり、遊歩道を
一周すれば 2.4km。 西の尾瀬沼と呼ばれ、 380 種類を超える植物が自生し
ています。 植物や昆虫を見つけながらゆっくり歩いて一回りすると、約 1.5時
間のウォーキングを楽しむことができます。

出 発 日 旅行代金

10,800円8月24日（土）・8月31日（土）
大阪梅田８時発＝新見＝○鯉ケ窪湿原（案内人の説明を聞きながら国の天然記
念物に指定されている湿原を歩きます）＝梅田19時ごろ着

岡山

鯉が窪鯉が窪

1787 森林浴の森百選 日帰り

ブナ林の若杉原生林を歩く

　西粟倉村の最北端に位置する若杉原生林は83ヘクタールの面積に、ブナ、
カエデ、ミズナラ、トチノキなどの巨木をはじめとした199種類の樹木が立ち並
ぶ中国地方でも有数の天然樹林です。氷の山後山那岐山国定公園の特別保
護地区に指定され、谷のせせらぎ、木々や揺れる音や、野鳥の虫の声が調和し、
別世界を結成しています。森林浴の森日本百選に選ばれ、絶好のハイキング
コースとなっています。

出 発 日 旅行代金

9,800円8月25日（日）・9月1日（日）
大阪梅田８時発＝西粟倉＝○若杉駐車場…第1分岐…第2分岐…若杉峠…展
望台休憩舎…第３分岐…第1分岐…駐車場＝あわくら温泉（入浴）＝梅田19時
ごろ着

岡山

若杉天然林若杉天然林

歩行 5㎞　約2時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

食事 昼食：1回　道の駅鯉ケ窪（弁当）

歩行 歩行　3㎞　約1.5時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

食事 昼食：1回（弁当）

歩行 ５㎞、約3時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

季節を満喫する旅

みたらい渓谷みたらい渓谷

◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

うがやゆり先生と訪ねる「楽しい ！ 絶景庭園」
　庭園にはその国の文化や歴史、価値観や美意識が詰まっていま
す。世界中の庭を見てまわり、独自のユーモアあふれる切り口での
庭園解説が人気の庭園デサイナー、烏賀陽百合先生の案内で地元
京都を中心に各地の名庭園を訪ねるシリーズ。初心者の方にもわか
りやすく楽しい解説を聴けば、今までとは違った景色が見えてくるこ
とでしょう。

京都市生まれ。庭園デザイナー、庭園コーディネーター。
同志社大学文学部日本文化史卒業。日本やカナダで園
芸、デザインを学んだ後、イギリスの王立キューガーデン
でインターンを経験。世界各国を旅し庭園に足を運ぶ。東
京、大阪、鎌倉、京都など全国でガーデニング教室や庭園
講座を開催。著書に『一度は行ってみたい 京都絶景庭園』
（光文社知恵の森文庫）、『しかけに感動する「京都名庭
園」』『しかけにときめく「京都名庭園」』（いずれも誠文堂
新光社）、『ここが見どころ京都の名園』（淡交社）がある。

烏賀陽 百合先生

解説が聴き取りやすいトラベルイヤホンを使用します！

4070 通常非公開、西禅院と正智院の重森三玲作庭の庭 日帰り

真夏に天空の聖地で納涼･
世界遺産高野山の庭園

　夏の暑い時期に標高約800m、8月の最高気温平年値が27度の涼しい高野山を訪ねます。
総本山金剛峯寺や各宿坊にはたくさんの美しい庭園がありますが、宿泊参拝客以外には公開
していないところも多く、あまり知られていません。今回は昭和の名作庭家・重森三玲が作った
枯山水の名庭園がある別格本山西禅院と別格本山正智院を特別拝観。金剛峯寺や壇上伽藍も
お参りします。昼食は宿坊遍照尊院で精進料理をお召し上がりください。

食事 昼食：1回  高野山・遍照尊院（精進料理）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

17,800円8月8日（木）

大阪梅田8時10分発＝大毎上町本店前8時35分（乗車可）＝天王寺駅前8時50分（乗車可）
＝高野山…◎西禅院（拝観と庭園鑑賞）…遍照尊院（昼食）…◎正智院（拝観と庭園鑑賞）…
◎金剛峯寺（拝観と庭園鑑賞）…○壇上伽藍（根本大塔や金堂を拝観）＝天王寺駅前（下車
可）＝大毎上町本店前（下車可）＝梅田18時30分ごろ着

和歌山

高野山壇上伽藍高野山壇上伽藍

金剛峯寺の石庭金剛峯寺の石庭

美 術 館 め ぐ り美 術 館 め ぐ り
4183 昼食はあべのハルカス57階の“天空のレストラン”でぜいたくに 日帰り

　天王寺公園の大阪市立美術館で特別展「オーバリン大学アレン・メモリアル美術館所蔵
　メアリー・エインズワース浮世絵コレクション─初期浮世絵から北斎・広重まで」（毎日新
聞社など主催）を鑑賞します。米国人女性が20世紀前半に収集した1500点を超える浮世
絵の中から六大絵師（春信、清長、歌麿、写楽、北斎、広重）の名品など、よりすぐりの200点
が展示されます。
　あべのハルカス美術館では「ギュスターヴ・モロー展　サロメと宿命の女たち」を鑑賞しま
す。ユダヤの王女サロメと洗礼者聖ヨハネの首の幻影が対峙する有名な《出現》をはじめ、
19世紀末のパリで活躍した象徴主義の巨匠、モローが描いた神秘的で深遠な作品世界が
観る者を魅了します。
　昼食はハルカス57階、大阪マリオット都ホテルのレストラン「ZK」で、下界を見下ろしなが
ら会席風の高級和食弁当をお楽しみください。
　外歩きは午前中に済ませ、午後からはハルカスのビル内を移動する、しのぎやすい旅程に
なっています。

食事 昼食：1回  あべのハルカス・大阪マリオット都ホテル「ZK」（会席風の高級和食弁当）

出 発 日 旅行代金

10,800円8月29日（木）

JR天王寺駅9時20分発…（徒歩約10分）…大阪市立美術館（「メアリー・エインズワース浮
世絵コレクション」鑑賞）…（徒歩約15分）…あべのハルカス…（昼食）…あべのハルカス美術
館（「ギュスターヴ・モロー展」鑑賞）…15時ごろ現地解散
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◆バス旅行出発・乗車場所の「大阪梅田」は毎日新聞ビル前です。  ◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

1744 夏のお年玉企画！高山植物の宝庫を散策 日帰り

シモツケソウが群生する伊吹山のお花畑

　滋賀県最高峰の伊吹山は、標
高1377mで春から秋にかけて
は高山植物が咲き、色とりどりの
花々がハイカーを迎えてくれま
す。下界より涼しい伊吹山のお
花畑を歩きます。
　日ごろのご愛顧の感謝を込め
て3,900円サンキュー価格でご
案内いたします。

食事 昼食：0回（各自持参）　　※最小催行人員30名様

歩行 2㎞　約2時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

3,900円8月4日（日）
大阪梅田8時発＝○伊吹山スカイテラス駐車場…高山植物の宝庫のお花畑を散策
（約4時間）…西登山道…山頂1377m…中央登山道…駐車場＝梅田17時ごろ着

滋賀

伊吹山　西登山道（シモツケソウ群生）伊吹山　西登山道（シモツケソウ群生）

伊吹山　西登山道とクサフジ伊吹山　西登山道とクサフジ

1805 大岸壁を大小の滝が流れ落ちる 日帰り

天川みたらい渓谷と洞川温泉

　息を飲むほどの美しいエメラルドグリーンの渓谷、景色を楽しみながら天川
ミタライ渓谷を歩きます。一汗かいた後は修験者が疲れをとった洞川温泉で入
浴し、修験道のメッカ龍泉寺や芸能の神と言われる天河大弁財天社も参拝。

食事 昼食　1回（弁当）

出 発 日 旅行代金

8,800円7月31日（水）・8月24日（土）
大阪梅田8時発＝〇天川川合…弁天渕橋（エメラルドグリーンに輝く神秘的な
淵を見ながら）…白倉橋…みたらい滝…（みたらい遊歩道）…光の滝…観音峠
口＝○洞川温泉（入浴）…龍泉寺など散策＝〇天河大弁財天社（参拝）＝梅田
18時ごろ着

奈良

1788 西の尾瀬を散策 日帰り

サワギキョウやビッチュウフウロの
鯉が窪湿原を歩く

　国指定天然記念物の鯉が窪湿原は 3.6ヘクタールの面積があり、遊歩道を
一周すれば 2.4km。 西の尾瀬沼と呼ばれ、 380 種類を超える植物が自生し
ています。 植物や昆虫を見つけながらゆっくり歩いて一回りすると、約 1.5時
間のウォーキングを楽しむことができます。

出 発 日 旅行代金

10,800円8月24日（土）・8月31日（土）
大阪梅田８時発＝新見＝○鯉ケ窪湿原（案内人の説明を聞きながら国の天然記
念物に指定されている湿原を歩きます）＝梅田19時ごろ着

岡山

鯉が窪鯉が窪

1787 森林浴の森百選 日帰り

ブナ林の若杉原生林を歩く

　西粟倉村の最北端に位置する若杉原生林は83ヘクタールの面積に、ブナ、
カエデ、ミズナラ、トチノキなどの巨木をはじめとした199種類の樹木が立ち並
ぶ中国地方でも有数の天然樹林です。氷の山後山那岐山国定公園の特別保
護地区に指定され、谷のせせらぎ、木々や揺れる音や、野鳥の虫の声が調和し、
別世界を結成しています。森林浴の森日本百選に選ばれ、絶好のハイキング
コースとなっています。

出 発 日 旅行代金

9,800円8月25日（日）・9月1日（日）
大阪梅田８時発＝西粟倉＝○若杉駐車場…第1分岐…第2分岐…若杉峠…展
望台休憩舎…第３分岐…第1分岐…駐車場＝あわくら温泉（入浴）＝梅田19時
ごろ着

岡山

若杉天然林若杉天然林

歩行 5㎞　約2時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

食事 昼食：1回　道の駅鯉ケ窪（弁当）

歩行 歩行　3㎞　約1.5時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

食事 昼食：1回（弁当）

歩行 ５㎞、約3時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

季節を満喫する旅

みたらい渓谷みたらい渓谷

◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

うがやゆり先生と訪ねる「楽しい ！ 絶景庭園」
　庭園にはその国の文化や歴史、価値観や美意識が詰まっていま
す。世界中の庭を見てまわり、独自のユーモアあふれる切り口での
庭園解説が人気の庭園デサイナー、烏賀陽百合先生の案内で地元
京都を中心に各地の名庭園を訪ねるシリーズ。初心者の方にもわか
りやすく楽しい解説を聴けば、今までとは違った景色が見えてくるこ
とでしょう。

京都市生まれ。庭園デザイナー、庭園コーディネーター。
同志社大学文学部日本文化史卒業。日本やカナダで園
芸、デザインを学んだ後、イギリスの王立キューガーデン
でインターンを経験。世界各国を旅し庭園に足を運ぶ。東
京、大阪、鎌倉、京都など全国でガーデニング教室や庭園
講座を開催。著書に『一度は行ってみたい 京都絶景庭園』
（光文社知恵の森文庫）、『しかけに感動する「京都名庭
園」』『しかけにときめく「京都名庭園」』（いずれも誠文堂
新光社）、『ここが見どころ京都の名園』（淡交社）がある。

烏賀陽 百合先生

解説が聴き取りやすいトラベルイヤホンを使用します！

4070 通常非公開、西禅院と正智院の重森三玲作庭の庭 日帰り

真夏に天空の聖地で納涼･
世界遺産高野山の庭園

　夏の暑い時期に標高約800m、8月の最高気温平年値が27度の涼しい高野山を訪ねます。
総本山金剛峯寺や各宿坊にはたくさんの美しい庭園がありますが、宿泊参拝客以外には公開
していないところも多く、あまり知られていません。今回は昭和の名作庭家・重森三玲が作った
枯山水の名庭園がある別格本山西禅院と別格本山正智院を特別拝観。金剛峯寺や壇上伽藍も
お参りします。昼食は宿坊遍照尊院で精進料理をお召し上がりください。

食事 昼食：1回  高野山・遍照尊院（精進料理）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

17,800円8月8日（木）

大阪梅田8時10分発＝大毎上町本店前8時35分（乗車可）＝天王寺駅前8時50分（乗車可）
＝高野山…◎西禅院（拝観と庭園鑑賞）…遍照尊院（昼食）…◎正智院（拝観と庭園鑑賞）…
◎金剛峯寺（拝観と庭園鑑賞）…○壇上伽藍（根本大塔や金堂を拝観）＝天王寺駅前（下車
可）＝大毎上町本店前（下車可）＝梅田18時30分ごろ着

和歌山

高野山壇上伽藍高野山壇上伽藍

金剛峯寺の石庭金剛峯寺の石庭

美 術 館 め ぐ り美 術 館 め ぐ り
4183 昼食はあべのハルカス57階の“天空のレストラン”でぜいたくに 日帰り

　天王寺公園の大阪市立美術館で特別展「オーバリン大学アレン・メモリアル美術館所蔵
　メアリー・エインズワース浮世絵コレクション─初期浮世絵から北斎・広重まで」（毎日新
聞社など主催）を鑑賞します。米国人女性が20世紀前半に収集した1500点を超える浮世
絵の中から六大絵師（春信、清長、歌麿、写楽、北斎、広重）の名品など、よりすぐりの200点
が展示されます。
　あべのハルカス美術館では「ギュスターヴ・モロー展　サロメと宿命の女たち」を鑑賞しま
す。ユダヤの王女サロメと洗礼者聖ヨハネの首の幻影が対峙する有名な《出現》をはじめ、
19世紀末のパリで活躍した象徴主義の巨匠、モローが描いた神秘的で深遠な作品世界が
観る者を魅了します。
　昼食はハルカス57階、大阪マリオット都ホテルのレストラン「ZK」で、下界を見下ろしなが
ら会席風の高級和食弁当をお楽しみください。
　外歩きは午前中に済ませ、午後からはハルカスのビル内を移動する、しのぎやすい旅程に
なっています。

食事 昼食：1回  あべのハルカス・大阪マリオット都ホテル「ZK」（会席風の高級和食弁当）

出 発 日 旅行代金

10,800円8月29日（木）

JR天王寺駅9時20分発…（徒歩約10分）…大阪市立美術館（「メアリー・エインズワース浮
世絵コレクション」鑑賞）…（徒歩約15分）…あべのハルカス…（昼食）…あべのハルカス美術
館（「ギュスターヴ・モロー展」鑑賞）…15時ごろ現地解散

大阪
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◆バス旅行出発・乗車場所の「大阪梅田」は毎日新聞ビル前です。  ◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

4050 世界遺産登録予定 日帰り

大阪初の世界遺産となる百舌鳥・古市古墳群

食事 昼食：1回　梅の花　利晶の杜（和食）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

解説　藤井　利章氏（元神戸女子大学大学院教授）

出 発 日 旅行代金

11,800円9月28日（土）
大阪梅田8時30分発＝堺市＝○大山古墳（最大の前方後円墳・仁徳天皇陵）＝○
上石津ミサンザイ古墳（履中天皇陵）＝利晶の杜（藤井先生の講演）＝○堺市役所
（21階の展望ロビーから大山古墳などが見られる）＝羽曳野市＝○誉田山古墳
（応神天皇陵）＝藤井寺市＝○古室山古墳（全長150mの前方後円墳。5世紀前半
の築造、周濠や堤の跡が存在する）＝○津堂城山古墳（古市古墳群の中では最も
古くに造られた全長210mの前方後円墳、藤井寺陵墓参考地）＝河内こんだハニ
ワの里大蔵屋（古墳ギャラリーや古墳グッズ）＝梅田18時ごろ着

4072 念じながら回峰行の道を歩きます 2日間

千日回峰行の大阿闇梨と歩く （一日回峰行）
　比叡山の行者道は、貞観7年（865年）に
行者第一号の相応和尚が開いたといわれ
ます。広大な境内は、地域別に東塔、西塔、
横川と区分され、この3地区を三塔と呼びま
す。三塔をめぐり、ふもとの日吉大社まで下
り、滋賀院を経て急坂を上って東塔にある
明王堂へ。1周約30ｋｍの難路。この道を雨
の日も風の日も休まず、7年間で千日間歩き
とおした僧を大行満大阿闍梨と呼びます。
指導を受ける叡南（釡堀）浩元師は、数少な
い大行満大阿闍梨の一人( 戦後14人目）。
比叡山三塔巡拝（一日回峰行）は、わずか一
日ですが叡南（釡堀）師を先頭に行者とほ
ぼ同じ時刻に行者道をたどります。不動信
仰に基づく回峰修験のこころの一端にふれ
る試みです。

食事 朝食：1回（パンと牛乳）　夕食：1回（一汁一菜）

宿泊 比叡山明王堂（宿坊・男女別相部屋）

歩行 30km：約8時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

JR京都駅（15時）発＝（貸切バス車中で佐竹氏が説明）＝比叡山・東塔バス
停…無動寺谷・明王堂（到着後しばらくの間、休憩）、17時より本堂でお勤
め、一汁一菜の夕食をいただく。19時より男女別宿坊で仮眠。
午前0時起床（歩く用意をして不要な荷物は宿坊に置き、おにぎりをいただ
く）。本堂（午前1 時ごろお勤め、準備体操をして出発）…東塔（午前1 時30
分ごろ）…西塔（午前2時ごろ、小休止）…峰道…玉体杉（午前2 時30分ご
ろ）…横川中堂（午前3時30分ごろ）…元三大師堂（小休止）…下り坂（この
頃空が明るくなる）…日吉大社…坂本・律院（午前5 時30分ごろ小休止。疲
れた方は伴走車で山上へ）…急な上り坂…無動寺谷（午前8 時ごろ）…明王
堂本堂（午前9 時～ 10 時ごろ到着。朝食。お勤め後、現地で解散）

1

2

滋賀

大阪

比叡山回峰行比叡山回峰行

三塔巡拝三塔巡拝

三塔巡拝 参加証三塔巡拝 参加証

履中天皇陵（手前）と仁徳天皇陵履中天皇陵（手前）と仁徳天皇陵

15,800円9月7日（土）

応神天皇陵応神天皇陵
　世界文化遺産に推薦していた「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産委員会で登
録が予定されています。
　両古墳群の代表的な古墳を訪ね、考古学者の藤井利章先生のお話をお聞きします。

一日回峰行・講師と行く旅

指導　叡南（釜堀）浩元師（大行満大阿闍梨）
解説　佐竹通男氏（元毎日新聞記者）

◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

1648

「日本の棚田百選」に選ばれた
千早赤阪村・下赤阪の棚田ハイク

大阪

　大阪府内で唯一の「村」の千早赤阪村には、豊
かな自然や楠正成の史跡が残ります。なかでも有名
なのが下赤阪の棚田で、「日本の棚田百選」に選ば
れる景観にすぐれた場所です。下赤坂城址から望
む棚田の展望は、特に美しく一見の価値ありです！
　昔ながらの日本の風情が残るノスタルジーな景
色を眺めながら歩きましょう。

下赤阪の棚田下赤阪の棚田

下赤阪の棚田下赤阪の棚田

　両手にポールを持って歩くノルディックウオーキングは、誰にでも簡単に始められるスポーツです。2本のポールを
使って歩くことで、「膝の関節への負担を軽減」、「通常のウオーキングに比べてカロリーの消費量が20％～40％ほど
アップ」、「全身の約90％を運動することができ、上半身のエクササイズにもなる」などの効果が期待できます。

　両手にポールを持って歩くノルディックウオーキングは、誰にでも簡単に始められるスポーツです。2本のポールを
使って歩くことで、「膝の関節への負担を軽減」、「通常のウオーキングに比べてカロリーの消費量が20％～40％ほど
アップ」、「全身の約90％を運動することができ、上半身のエクササイズにもなる」などの効果が期待できます。

両手にポールを持って歩くノルディックウオーキングは 誰にでも簡単に始められるスポーツです 2本のポールをポールを持って歩くノルディックウオーキングは 誰にでも簡単に始められるスポーツです 2本のポ両手にポールを持って歩くノルディックウオーキングは 誰にでも簡単に始められるスポーツです 2本のポールを

ノルディック健康ウオーク

1650

青蓮寺湖周遊ハイクとぶどう狩り

　三重県名張市の南部の東に位置する青蓮寺
湖は、周囲を山に囲まれた風光明媚な場所です。
　今回は、青蓮寺湖を周遊して水面に移る夏の
景色を楽しみながら歩きます。
　途中、湖を渡る青蓮寺橋や赤い弁天橋からの
景色は、特に美しいことで有名です。
　ウオーク後は、青蓮寺湖観光村でぶどう狩り
も満喫しましょう！

食事 昼食：1回

歩行 5㎞　約2.5時間

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円8月23日（金）

大阪梅田８時発＝青蓮寺湖…青蓮寺橋…弁天橋…青蓮寺レークホテル（昼食と
入浴）＝青蓮寺湖観光村（ぶどう狩り）＝梅田19時ごろ着

三重

※レンタルポール代500円増し

青蓮寺ダム青蓮寺ダム

ウオーク後は、ぶどう狩りウオーク後は、ぶどう狩り

食事 昼食：1回

歩行 3.5㎞　約1.5時間

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

9,800円7月24日（水）

大阪梅田8時30分発＝道の駅ちはやあかさか…楠公誕生地…下赤坂城址（棚
田の絶景ポイント）…下赤阪の棚田（日本の棚田百選に選ばれた棚田）…棚田
広場＝（入浴）＝梅田15時30分ごろ着

※レンタルポール代500円増し

1651

高島市・不老の滝と
「日本の渚百選」に選ばれた萩の浜ハイク

食事 昼食：1回

歩行 7.5㎞　約2.5時間

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円9月30日（月）

大阪梅田８時発＝高島市丸八百貨店…不老の滝…興聖寺…朽木支所＝高島
保険センター…四高桜の碑…萩の浜…サイクリングロード＝（入浴）＝梅田
19時ごろ着

滋賀

※レンタルポール代500円増し　滋賀県高島市には、多くの自然や歴
史ある景勝地が数多く残り、様々なウ
オーキングコースがあります。不老の滝
は朽木に位置し、昭和8年に建てられ
たレトロな丸八百貨店や庭園が美しい
興聖寺を巡りながら歩きます。高島で
は、遠浅の浜と緑の松林が生い茂る静
かで風光明媚な、萩の浜を歩きます。

萩の浜萩の浜

萩の浜萩の浜

丸八百貨店丸八百貨店

美しい棚田の風景を見ながら 日帰り 湖の夏の景色を楽しみながら 日帰り

レトロな建物や渚の浜を歩きます 日帰り

10



◆バス旅行出発・乗車場所の「大阪梅田」は毎日新聞ビル前です。  ◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

4050 世界遺産登録予定 日帰り

大阪初の世界遺産となる百舌鳥・古市古墳群

食事 昼食：1回　梅の花　利晶の杜（和食）
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

解説　藤井　利章氏（元神戸女子大学大学院教授）

出 発 日 旅行代金

11,800円9月28日（土）
大阪梅田8時30分発＝堺市＝○大山古墳（最大の前方後円墳・仁徳天皇陵）＝○
上石津ミサンザイ古墳（履中天皇陵）＝利晶の杜（藤井先生の講演）＝○堺市役所
（21階の展望ロビーから大山古墳などが見られる）＝羽曳野市＝○誉田山古墳
（応神天皇陵）＝藤井寺市＝○古室山古墳（全長150mの前方後円墳。5世紀前半
の築造、周濠や堤の跡が存在する）＝○津堂城山古墳（古市古墳群の中では最も
古くに造られた全長210mの前方後円墳、藤井寺陵墓参考地）＝河内こんだハニ
ワの里大蔵屋（古墳ギャラリーや古墳グッズ）＝梅田18時ごろ着

4072 念じながら回峰行の道を歩きます 2日間

千日回峰行の大阿闇梨と歩く （一日回峰行）
　比叡山の行者道は、貞観7年（865年）に
行者第一号の相応和尚が開いたといわれ
ます。広大な境内は、地域別に東塔、西塔、
横川と区分され、この3地区を三塔と呼びま
す。三塔をめぐり、ふもとの日吉大社まで下
り、滋賀院を経て急坂を上って東塔にある
明王堂へ。1周約30ｋｍの難路。この道を雨
の日も風の日も休まず、7年間で千日間歩き
とおした僧を大行満大阿闍梨と呼びます。
指導を受ける叡南（釡堀）浩元師は、数少な
い大行満大阿闍梨の一人( 戦後14人目）。
比叡山三塔巡拝（一日回峰行）は、わずか一
日ですが叡南（釡堀）師を先頭に行者とほ
ぼ同じ時刻に行者道をたどります。不動信
仰に基づく回峰修験のこころの一端にふれ
る試みです。

食事 朝食：1回（パンと牛乳）　夕食：1回（一汁一菜）

宿泊 比叡山明王堂（宿坊・男女別相部屋）

歩行 30km：約8時間
貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

JR京都駅（15時）発＝（貸切バス車中で佐竹氏が説明）＝比叡山・東塔バス
停…無動寺谷・明王堂（到着後しばらくの間、休憩）、17時より本堂でお勤
め、一汁一菜の夕食をいただく。19時より男女別宿坊で仮眠。
午前0時起床（歩く用意をして不要な荷物は宿坊に置き、おにぎりをいただ
く）。本堂（午前1 時ごろお勤め、準備体操をして出発）…東塔（午前1 時30
分ごろ）…西塔（午前2時ごろ、小休止）…峰道…玉体杉（午前2 時30分ご
ろ）…横川中堂（午前3時30分ごろ）…元三大師堂（小休止）…下り坂（この
頃空が明るくなる）…日吉大社…坂本・律院（午前5 時30分ごろ小休止。疲
れた方は伴走車で山上へ）…急な上り坂…無動寺谷（午前8 時ごろ）…明王
堂本堂（午前9 時～ 10 時ごろ到着。朝食。お勤め後、現地で解散）

1

2

滋賀

大阪

比叡山回峰行比叡山回峰行

三塔巡拝三塔巡拝

三塔巡拝 参加証三塔巡拝 参加証

履中天皇陵（手前）と仁徳天皇陵履中天皇陵（手前）と仁徳天皇陵

15,800円9月7日（土）

応神天皇陵応神天皇陵
　世界文化遺産に推薦していた「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産委員会で登
録が予定されています。
　両古墳群の代表的な古墳を訪ね、考古学者の藤井利章先生のお話をお聞きします。

一日回峰行・講師と行く旅

指導　叡南（釜堀）浩元師（大行満大阿闍梨）
解説　佐竹通男氏（元毎日新聞記者）

◆旅行代金はすべて大人お一人様（税込み）で表示しています。　◆添乗員が同行いたします。　※このパンフレットで使用の写真はいずれもイメージです。

1648

「日本の棚田百選」に選ばれた
千早赤阪村・下赤阪の棚田ハイク

大阪

　大阪府内で唯一の「村」の千早赤阪村には、豊
かな自然や楠正成の史跡が残ります。なかでも有名
なのが下赤阪の棚田で、「日本の棚田百選」に選ば
れる景観にすぐれた場所です。下赤坂城址から望
む棚田の展望は、特に美しく一見の価値ありです！
　昔ながらの日本の風情が残るノスタルジーな景
色を眺めながら歩きましょう。

下赤阪の棚田下赤阪の棚田

下赤阪の棚田下赤阪の棚田

　両手にポールを持って歩くノルディックウオーキングは、誰にでも簡単に始められるスポーツです。2本のポールを
使って歩くことで、「膝の関節への負担を軽減」、「通常のウオーキングに比べてカロリーの消費量が20％～40％ほど
アップ」、「全身の約90％を運動することができ、上半身のエクササイズにもなる」などの効果が期待できます。

　両手にポールを持って歩くノルディックウオーキングは、誰にでも簡単に始められるスポーツです。2本のポールを
使って歩くことで、「膝の関節への負担を軽減」、「通常のウオーキングに比べてカロリーの消費量が20％～40％ほど
アップ」、「全身の約90％を運動することができ、上半身のエクササイズにもなる」などの効果が期待できます。

両手にポールを持って歩くノルディックウオーキングは 誰にでも簡単に始められるスポーツです 2本のポールをポールを持って歩くノルディックウオーキングは 誰にでも簡単に始められるスポーツです 2本のポ両手にポールを持って歩くノルディックウオーキングは 誰にでも簡単に始められるスポーツです 2本のポールを

ノルディック健康ウオーク

1650

青蓮寺湖周遊ハイクとぶどう狩り

　三重県名張市の南部の東に位置する青蓮寺
湖は、周囲を山に囲まれた風光明媚な場所です。
　今回は、青蓮寺湖を周遊して水面に移る夏の
景色を楽しみながら歩きます。
　途中、湖を渡る青蓮寺橋や赤い弁天橋からの
景色は、特に美しいことで有名です。
　ウオーク後は、青蓮寺湖観光村でぶどう狩り
も満喫しましょう！

食事 昼食：1回

歩行 5㎞　約2.5時間

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円8月23日（金）

大阪梅田８時発＝青蓮寺湖…青蓮寺橋…弁天橋…青蓮寺レークホテル（昼食と
入浴）＝青蓮寺湖観光村（ぶどう狩り）＝梅田19時ごろ着

三重

※レンタルポール代500円増し

青蓮寺ダム青蓮寺ダム

ウオーク後は、ぶどう狩りウオーク後は、ぶどう狩り

食事 昼食：1回

歩行 3.5㎞　約1.5時間

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

9,800円7月24日（水）

大阪梅田8時30分発＝道の駅ちはやあかさか…楠公誕生地…下赤坂城址（棚
田の絶景ポイント）…下赤阪の棚田（日本の棚田百選に選ばれた棚田）…棚田
広場＝（入浴）＝梅田15時30分ごろ着

※レンタルポール代500円増し

1651

高島市・不老の滝と
「日本の渚百選」に選ばれた萩の浜ハイク

食事 昼食：1回

歩行 7.5㎞　約2.5時間

貸切バス会社名　千里山バスまたは寝屋川バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

12,800円9月30日（月）

大阪梅田８時発＝高島市丸八百貨店…不老の滝…興聖寺…朽木支所＝高島
保険センター…四高桜の碑…萩の浜…サイクリングロード＝（入浴）＝梅田
19時ごろ着

滋賀

※レンタルポール代500円増し　滋賀県高島市には、多くの自然や歴
史ある景勝地が数多く残り、様々なウ
オーキングコースがあります。不老の滝
は朽木に位置し、昭和8年に建てられ
たレトロな丸八百貨店や庭園が美しい
興聖寺を巡りながら歩きます。高島で
は、遠浅の浜と緑の松林が生い茂る静
かで風光明媚な、萩の浜を歩きます。

萩の浜萩の浜

萩の浜萩の浜

丸八百貨店丸八百貨店

美しい棚田の風景を見ながら 日帰り 湖の夏の景色を楽しみながら 日帰り

レトロな建物や渚の浜を歩きます 日帰り
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◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

ラオスの「世界遺産ルアンパバーンの托鉢風景」を訪ねる

【ラオス】 日間6
心安らぐ仏教国の変わらぬ風景へ。
2都市で2連泊する楽々プラン。

旅行番号 Ｃ0087 世界の歴史・遺跡を巡る旅

ルアンパバーンの托鉢風景

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

■予定航空会社　ベトナム航空

　仏教への信仰が息づく国、ラオス。
　ルアンパバーンの早朝、橙色の袈裟を着た僧侶たちに、もち
米や菓子や花などの喜捨を施す「托鉢」が毎日行われます。そ
して、余った食べ物は貧しい人々に再分配するという習慣が全
国のお寺で行われます。ツアーでは最大規模の托鉢風景を見
ることができる古都ルアンパバーンに2連泊し、托鉢風景を見
学します。
　日中は、少数民族モン族の村や酒造りの村、地元のマー
ケットなどを見学し、生活風景を間近で見ることもポイントで
す。フランス植民地時代から独立までの道のりを物語る※ラオ
ス国立博物館（予定）と、各国使節からの贈答品や調度品を
展示するルアンパバーン国立博物館の見学もするので、ラオ
スへの理解が一層深まる行程です。
※新設工事中。工事期間延長の場合は寺院等を見学します。

※燃油サーチャージが別途必要になります。
（ただし、6/10現在13,060円です）
また、関西空港使用料（3,040円）、訪問国の空港諸税
が必要となります。

■一人部屋追加代金　37,000円

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）

1・2日目 ビエンチャン ラオプラザ、メルキュール
3・4日目 ルアンパバーン ムアントン

出発日 旅行代金

3月5日（木）2020年 238,000円
朝食4回、昼食4回
夕食4回及び機内食

１

２

３

４

５

６

午前：関西空港から空路、ホーチミンまたはハノイで乗り換えてラオスの首都ビエン
チャンへ。
夕食後、ホテルへ。 【×・機・夕】　ビエンチャン（泊）

午前：黄金に輝く高さ45ｍの仏塔◎タートルアン、ラオス最古の寺院◎ワット・シー
サケート、パリの凱旋門をモデルに造られた戦没者慰霊塔◎パトゥーサイ、総合
マーケットの◎タラートサオを見学。
午後：ラオスの歴史と独立まで道のりを物語る◎ラオス国立博物館を見学。（予定）
  【朝・昼・夕】　ビエンチャン（泊）
午前：国内線でルアンパバーンへ。
黄金の精緻な装飾が施されたレリーフが美しい寺院◎ワットマイ、黄金の涅槃物が
横たわる◎ワットパバートタイを見学。
午後：かつて王宮だった建物を利用して造られた◎ルアンパバーン国立博物館を見学。
★夕食時、ラオス伝統舞踊ショーを鑑賞。
  【朝・昼・夕】　ルアンパバーン（泊）

早朝：托鉢風景を見学。
ホテルに戻り、朝食。
バスで◎パクウー洞窟へ。大小4,000体以上の仏像を収めている様は圧巻です。その
後、◎バンサンハイ村（酒造りの村）や◎サーンコーン村（織物と手漉き紙の村）を訪問。
ボートに乗って◎メコン川クルーズ。
夕刻：夕日のスポット、◎プーシーの丘からサンセットを鑑賞。
★ラオ・フレンチの夕食。
露店でにぎわうナイトマーケットを散策。
  【朝・昼・夕】　ルアンパバーン（泊）

早朝：ご希望の方は、もう一度托鉢風景を見学いただけます。（その後、ホテルの戻
り朝食。）
午前：バスでルアンパバーン郊外へ。
3層構造の美しい◎クワンシーの滝、水牛ファームの◎バッファローデアリー、
◎モン族の村を訪ねます。
午後：ルアンパバーン市内へ戻り、ラオス仏教寺院の中でも屈指の美しさを誇る
◎ワット・シェントーンと地元の市場タラートポーシーを見学。
◆出発前にシャワーを浴び、汗を流します。
夜：空路、ホーチミンまたはハノイで乗り換えて帰国の途へ  
  【朝・昼・機】　機中（泊）

早朝：関西空港着。 【機】

日程 スケジュール

※現地事情により見学の順番を入れ替える場合があります。

　　おすすめポイント！
1 食事は中華、郷土料理、ラオス風フレンチも入れてバラエティにアレンジ！
2 寺院の見学だけでなく、酒造りの村や織物の村、少数民族の村へも訪問します。
3 帰国前に一旦入浴できるので、汗を流してから空港へ向かいます。

◆旅券の残存期間は、入国時
　6ヵ月以上必要です。
◆査証・予防接種は不要です。　

渡航手続き

黄金の仏塔タートルアン 美しさが随一の寺院ワットシェントーン

パクウー洞窟内の仏像 手漉き紙の村、サーンコーン村

クワンシーの滝

中国

ミャンマー

タイ

ビエンチャン

ルアンパバーン

カンボジア

ベトナム

南シナ海

ラオス

人気コース

◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

サマルカンド レギスタン広場

サマルカンド グリ・アミール廟サマルカンド　シャーヒ・ジンダ廟群

◆旅券の残存期間は、出国時に3カ月以上必要です。
　査証欄の余白は2ページ以上必要です。
◆査証・予防接種は不要です。

渡航手続き

■予定航空会社　コリアンエアー

　中央アジアの中心に位置し、「文明の十字路」と呼ばれ
るウズベキスタン共和国。
　かつて唐、インド、ペルシャ、ヨーロッパとの交易路として
栄えたこの地には、悠久の歴史が残ります。
　ツアーでは世界遺産3か所と首都タシケントの計4都市
を、国内線、列車も利用することで効率よく巡ります。
　青の都「サマルカンド」は、14世紀頃に大帝国を築いた
とされる英雄ティムールの都で、青いタイルで装飾された壮
麗な建物群は圧巻の美しさを誇ります。
　商隊のオアシスとして栄えた古都「ブハラ」は、イスラー
ム世界全体の文化的中心地だった街です。
　イスラーム王朝の庇護のもと、9世紀頃に黄金期を迎え
たこの場所には、中央アジア最古のイスラーム建築とされ
る廟や歴代ブハラ・ハーンの居城で迫力ある城壁が必見
のアルク城が残ります。
　古代ペルシャ時代から砂漠への出入り口として栄えた
「ヒヴァ」は2重の城壁で囲まれた街で、イチャン・カラ（内
城）には「砂漠のオアシス」の風情が残っています。

※燃油サーチャージが別途必要になります。（ただし、6/10
現在12,000円です）

　また、関空使用料（3,040円）、国際観光旅客税（1,000
円）、訪問国の空港諸税が必要となります。

■1人部屋追加代金　30,000円

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1日目 タシケント ダニエル・ヒル
2日目 ヒヴァ イスラム・ホジャ
3日目 ブハラ ヴォリダ・ブティック
4・5日目 サマルカンド レギスタン・プラザ

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

9月24日（火） 258,000円
朝食5回、昼食5回
夕食5回及び機内食

２

１

４

３

５

７

６

午後：関西空港から空路、ソウルで乗り継いで首都タシケントへ。
夜：タシケント着。 【機・機】　タシケント（泊）

午前：国内線でウルゲンチへ。
世界遺産イチャン・カラを見学。ヒヴァで一番カラフルな塔、○カルタ・ミナル、“古い
宮殿”を意味する◎キョフナ・アルクを見学。
午後：青いタイルが美しい廟◎パフラヴァン・ムハマド廟、彫刻された柱が並ぶ◎
ジュマ・モスクを見学。 【朝・昼・夕】　ヒヴァ（泊）

早朝：バスでブハラへ。（約7時間）
午後：世界遺産ブハラ歴史地区を見学。
イスラーム教義ではタブーの「顔」が描かれた神学校◎ナディール・ディバンベギ・メド
レセ、288もの丸屋根で構成されている◎カラーン・モスク、ブハラを代表する巨塔
○カラーン・ミナレット、丸屋根で覆われたバザール○タキを見学。
★夜は民族舞踊ショーを鑑賞しながらの夕食。 【朝・弁・夕】　ブハラ（泊）

午前：バスで首都タシケントへ。（約4時間）
午後：タシケント市内観光。ウズベキスタンの通史が学べる◎ウズベキスタン歴史博
物館、旧日本軍兵士が強制労働で作り上げた○ナヴォイ劇場などを見学。
★さよならパーティー
夜：空路、帰国の途へ。 【朝・昼・夕】　機中（泊）

午前：ソウルで乗り換えて、関西空港へ。
午前：関西空港着。 【機】

午前： ブハラ歴史地区を見学。
歴代ブハラ・ハーンの居城◎アルク城、旧約聖書の預言者ヨブの泉がある◎チャスマ・
アユブ、丹念に積まれたレンガの装飾が美しい◎イスマイル・サマニ廟を見学。
午後： 中央アジアの人々にとってメッカに次ぐ聖地◎バハウッディンを見学。
夕刻：特急列車アフシャラブ号でサマルカンドへ。（2等席） 【朝・昼・夕】　サマルカンド（泊）
終日、サマルカンドを見学。
世界遺産レギスタン広場の各メドレセ（神学校）、装飾の多様さと青の色使いの美し
さが圧巻の◎シャーヒ・ジンダ廟群、中央アジア最大級のモスク◎ビビハニム・モスク、
タジク語で「支配者の墓」を意味する◎グリ・アミール廟や活気あふれる○シャフ・バ
ザールを見学。 【朝・昼・夕】　サマルカンド（泊）

日程 スケジュール

ブハラ ボロハウズモスクブハラ アルク城

ヒヴァ イチャンカラ（内城）ヒヴァ イチャン・カラの景色

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
10名様 　サマルカンド　　ティムールが造り上げた“青の都”

サマルカンドとは「人々が出会う場所」という意味で、シルクロード交易の主要拠点と
して栄え、“青の都”“東方の真珠”など、多くの異名を持つ。天山山脈の麓に2,500年
前より東西交通の要衝として栄えたシルクロードの最重要都市です。
　ブハラ　　シルクロードの面影が残る町
シルクロード交易の要衝として栄えたブハラは、サンスクリット語で「僧院」を意味し、
イスラム世界の文化的中心地として繁栄を誇った。中世の宗教学者アブ・アリ・イブ・シ
ナが、宝典をこの地で著したことでも有名である。
　イチャン・カラ　　城壁に囲まれたオアシス都市
四方が砂漠に囲まれた街ヒヴァは、アムダリヤ川下流のオアシスの町。外敵の侵入を
防ぐために2重の城壁が造られ、内城がイチャン・カラと呼ばれる。一歩足を踏み入れ
ると、そこには宮殿やモスク、メドレセなどの美しいイスラム建造物が数多く残ります。

珠玉の世界遺産

世
界
遺
産
イ
チ
ャ
ン・カ
ラ
も
追
加
し
、日
程
さ
ら
に
充
実
！

イチャン・カラの城壁

ウズベキスタン4都市 浪漫紀行

旅行番号 Ｃ0116 【ウズベキスタン】 日間7世界の歴史・遺跡を巡る旅

世界遺産イチャン・カラ、ブハラ、サマルカンドを巡る催行
決定

12



◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

ラオスの「世界遺産ルアンパバーンの托鉢風景」を訪ねる

【ラオス】 日間6
心安らぐ仏教国の変わらぬ風景へ。
2都市で2連泊する楽々プラン。

旅行番号 Ｃ0087 世界の歴史・遺跡を巡る旅

ルアンパバーンの托鉢風景

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

■予定航空会社　ベトナム航空

　仏教への信仰が息づく国、ラオス。
　ルアンパバーンの早朝、橙色の袈裟を着た僧侶たちに、もち
米や菓子や花などの喜捨を施す「托鉢」が毎日行われます。そ
して、余った食べ物は貧しい人々に再分配するという習慣が全
国のお寺で行われます。ツアーでは最大規模の托鉢風景を見
ることができる古都ルアンパバーンに2連泊し、托鉢風景を見
学します。
　日中は、少数民族モン族の村や酒造りの村、地元のマー
ケットなどを見学し、生活風景を間近で見ることもポイントで
す。フランス植民地時代から独立までの道のりを物語る※ラオ
ス国立博物館（予定）と、各国使節からの贈答品や調度品を
展示するルアンパバーン国立博物館の見学もするので、ラオ
スへの理解が一層深まる行程です。
※新設工事中。工事期間延長の場合は寺院等を見学します。

※燃油サーチャージが別途必要になります。
（ただし、6/10現在13,060円です）
また、関西空港使用料（3,040円）、訪問国の空港諸税
が必要となります。

■一人部屋追加代金　37,000円

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）

1・2日目 ビエンチャン ラオプラザ、メルキュール
3・4日目 ルアンパバーン ムアントン

出発日 旅行代金

3月5日（木）2020年 238,000円
朝食4回、昼食4回
夕食4回及び機内食

１

２

３

４

５

６

午前：関西空港から空路、ホーチミンまたはハノイで乗り換えてラオスの首都ビエン
チャンへ。
夕食後、ホテルへ。 【×・機・夕】　ビエンチャン（泊）

午前：黄金に輝く高さ45ｍの仏塔◎タートルアン、ラオス最古の寺院◎ワット・シー
サケート、パリの凱旋門をモデルに造られた戦没者慰霊塔◎パトゥーサイ、総合
マーケットの◎タラートサオを見学。
午後：ラオスの歴史と独立まで道のりを物語る◎ラオス国立博物館を見学。（予定）
  【朝・昼・夕】　ビエンチャン（泊）
午前：国内線でルアンパバーンへ。
黄金の精緻な装飾が施されたレリーフが美しい寺院◎ワットマイ、黄金の涅槃物が
横たわる◎ワットパバートタイを見学。
午後：かつて王宮だった建物を利用して造られた◎ルアンパバーン国立博物館を見学。
★夕食時、ラオス伝統舞踊ショーを鑑賞。
  【朝・昼・夕】　ルアンパバーン（泊）

早朝：托鉢風景を見学。
ホテルに戻り、朝食。
バスで◎パクウー洞窟へ。大小4,000体以上の仏像を収めている様は圧巻です。その
後、◎バンサンハイ村（酒造りの村）や◎サーンコーン村（織物と手漉き紙の村）を訪問。
ボートに乗って◎メコン川クルーズ。
夕刻：夕日のスポット、◎プーシーの丘からサンセットを鑑賞。
★ラオ・フレンチの夕食。
露店でにぎわうナイトマーケットを散策。
  【朝・昼・夕】　ルアンパバーン（泊）

早朝：ご希望の方は、もう一度托鉢風景を見学いただけます。（その後、ホテルの戻
り朝食。）
午前：バスでルアンパバーン郊外へ。
3層構造の美しい◎クワンシーの滝、水牛ファームの◎バッファローデアリー、
◎モン族の村を訪ねます。
午後：ルアンパバーン市内へ戻り、ラオス仏教寺院の中でも屈指の美しさを誇る
◎ワット・シェントーンと地元の市場タラートポーシーを見学。
◆出発前にシャワーを浴び、汗を流します。
夜：空路、ホーチミンまたはハノイで乗り換えて帰国の途へ  
  【朝・昼・機】　機中（泊）

早朝：関西空港着。 【機】

日程 スケジュール

※現地事情により見学の順番を入れ替える場合があります。

　　おすすめポイント！
1 食事は中華、郷土料理、ラオス風フレンチも入れてバラエティにアレンジ！
2 寺院の見学だけでなく、酒造りの村や織物の村、少数民族の村へも訪問します。
3 帰国前に一旦入浴できるので、汗を流してから空港へ向かいます。

◆旅券の残存期間は、入国時
　6ヵ月以上必要です。
◆査証・予防接種は不要です。　

渡航手続き

黄金の仏塔タートルアン 美しさが随一の寺院ワットシェントーン

パクウー洞窟内の仏像 手漉き紙の村、サーンコーン村

クワンシーの滝

中国

ミャンマー

タイ

ビエンチャン

ルアンパバーン

カンボジア

ベトナム

南シナ海

ラオス

人気コース

◆旅程中の記号は、→飛行機、－列車、～船、＝バス、…徒歩、◎入場観光、○下車観光、△車窓観光です。

サマルカンド レギスタン広場

サマルカンド グリ・アミール廟サマルカンド　シャーヒ・ジンダ廟群

◆旅券の残存期間は、出国時に3カ月以上必要です。
　査証欄の余白は2ページ以上必要です。
◆査証・予防接種は不要です。

渡航手続き

■予定航空会社　コリアンエアー

　中央アジアの中心に位置し、「文明の十字路」と呼ばれ
るウズベキスタン共和国。
　かつて唐、インド、ペルシャ、ヨーロッパとの交易路として
栄えたこの地には、悠久の歴史が残ります。
　ツアーでは世界遺産3か所と首都タシケントの計4都市
を、国内線、列車も利用することで効率よく巡ります。
　青の都「サマルカンド」は、14世紀頃に大帝国を築いた
とされる英雄ティムールの都で、青いタイルで装飾された壮
麗な建物群は圧巻の美しさを誇ります。
　商隊のオアシスとして栄えた古都「ブハラ」は、イスラー
ム世界全体の文化的中心地だった街です。
　イスラーム王朝の庇護のもと、9世紀頃に黄金期を迎え
たこの場所には、中央アジア最古のイスラーム建築とされ
る廟や歴代ブハラ・ハーンの居城で迫力ある城壁が必見
のアルク城が残ります。
　古代ペルシャ時代から砂漠への出入り口として栄えた
「ヒヴァ」は2重の城壁で囲まれた街で、イチャン・カラ（内
城）には「砂漠のオアシス」の風情が残っています。

※燃油サーチャージが別途必要になります。（ただし、6/10
現在12,000円です）

　また、関空使用料（3,040円）、国際観光旅客税（1,000
円）、訪問国の空港諸税が必要となります。

■1人部屋追加代金　30,000円

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1日目 タシケント ダニエル・ヒル
2日目 ヒヴァ イスラム・ホジャ
3日目 ブハラ ヴォリダ・ブティック
4・5日目 サマルカンド レギスタン・プラザ

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

9月24日（火） 258,000円
朝食5回、昼食5回
夕食5回及び機内食
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午後：関西空港から空路、ソウルで乗り継いで首都タシケントへ。
夜：タシケント着。 【機・機】　タシケント（泊）

午前：国内線でウルゲンチへ。
世界遺産イチャン・カラを見学。ヒヴァで一番カラフルな塔、○カルタ・ミナル、“古い
宮殿”を意味する◎キョフナ・アルクを見学。
午後：青いタイルが美しい廟◎パフラヴァン・ムハマド廟、彫刻された柱が並ぶ◎
ジュマ・モスクを見学。 【朝・昼・夕】　ヒヴァ（泊）

早朝：バスでブハラへ。（約7時間）
午後：世界遺産ブハラ歴史地区を見学。
イスラーム教義ではタブーの「顔」が描かれた神学校◎ナディール・ディバンベギ・メド
レセ、288もの丸屋根で構成されている◎カラーン・モスク、ブハラを代表する巨塔
○カラーン・ミナレット、丸屋根で覆われたバザール○タキを見学。
★夜は民族舞踊ショーを鑑賞しながらの夕食。 【朝・弁・夕】　ブハラ（泊）

午前：バスで首都タシケントへ。（約4時間）
午後：タシケント市内観光。ウズベキスタンの通史が学べる◎ウズベキスタン歴史博
物館、旧日本軍兵士が強制労働で作り上げた○ナヴォイ劇場などを見学。
★さよならパーティー
夜：空路、帰国の途へ。 【朝・昼・夕】　機中（泊）

午前：ソウルで乗り換えて、関西空港へ。
午前：関西空港着。 【機】

午前： ブハラ歴史地区を見学。
歴代ブハラ・ハーンの居城◎アルク城、旧約聖書の預言者ヨブの泉がある◎チャスマ・
アユブ、丹念に積まれたレンガの装飾が美しい◎イスマイル・サマニ廟を見学。
午後： 中央アジアの人々にとってメッカに次ぐ聖地◎バハウッディンを見学。
夕刻：特急列車アフシャラブ号でサマルカンドへ。（2等席） 【朝・昼・夕】　サマルカンド（泊）
終日、サマルカンドを見学。
世界遺産レギスタン広場の各メドレセ（神学校）、装飾の多様さと青の色使いの美し
さが圧巻の◎シャーヒ・ジンダ廟群、中央アジア最大級のモスク◎ビビハニム・モスク、
タジク語で「支配者の墓」を意味する◎グリ・アミール廟や活気あふれる○シャフ・バ
ザールを見学。 【朝・昼・夕】　サマルカンド（泊）

日程 スケジュール

ブハラ ボロハウズモスクブハラ アルク城

ヒヴァ イチャンカラ（内城）ヒヴァ イチャン・カラの景色

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
10名様 　サマルカンド　　ティムールが造り上げた“青の都”

サマルカンドとは「人々が出会う場所」という意味で、シルクロード交易の主要拠点と
して栄え、“青の都”“東方の真珠”など、多くの異名を持つ。天山山脈の麓に2,500年
前より東西交通の要衝として栄えたシルクロードの最重要都市です。
　ブハラ　　シルクロードの面影が残る町
シルクロード交易の要衝として栄えたブハラは、サンスクリット語で「僧院」を意味し、
イスラム世界の文化的中心地として繁栄を誇った。中世の宗教学者アブ・アリ・イブ・シ
ナが、宝典をこの地で著したことでも有名である。
　イチャン・カラ　　城壁に囲まれたオアシス都市
四方が砂漠に囲まれた街ヒヴァは、アムダリヤ川下流のオアシスの町。外敵の侵入を
防ぐために2重の城壁が造られ、内城がイチャン・カラと呼ばれる。一歩足を踏み入れ
ると、そこには宮殿やモスク、メドレセなどの美しいイスラム建造物が数多く残ります。

珠玉の世界遺産

世
界
遺
産
イ
チ
ャ
ン・カ
ラ
も
追
加
し
、日
程
さ
ら
に
充
実
！

イチャン・カラの城壁

ウズベキスタン4都市 浪漫紀行

旅行番号 Ｃ0116 【ウズベキスタン】 日間7世界の歴史・遺跡を巡る旅

世界遺産イチャン・カラ、ブハラ、サマルカンドを巡る催行
決定
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海外旅行のお申込みは毎日新聞旅行 ☎06－6346－3830（平日10時～18時）

武陵源の奇岩群

◆旅券の残存期間は、入国時６カ月以上が望ましい。
◆査証は不要です。　◆予防接種は不要です。

渡航手続き

　中国湖南省の張家界にある、世界遺産
「武陵源風景名勝区」。40年前に発見され
たこの場所は、数億年前に起こった地殻
変動による隆起、川の流れや雨による浸
食を経て構成された奇跡の奇峰群です！
　総面積は約264km²もの広大さのため、
ツアーでは特に景観に優れ、人気のある
エリアを絞り込んでご案内いたします。
　袁家界景区や天子山の賀龍公園のウ
オーキングでは、高所から奇岩峰の絶景を
望み、金鞭渓景区では渓流沿いを歩いて
下からの景色を見ることができるので、高
さ200ｍを超す奇峰群を様々な角度から
満喫します！
　また、切り立った岩峰の上にある空中田
園を目指すウオークや、スリル満点のガラ
ス橋、アジア最大級の鍾乳洞の黄龍洞な
ど、見所は尽きません！

◆添乗員　井本祥平が同行予定です
※燃油サーチャージが別途必要になります。（ただし、6/10
現在5,880円必要です）

　また、関空使用料（3,040円）、国際観光旅客税（1,000
円）、訪問国の空港諸税が必要となります。

■1人部屋追加代金　32,000円　■予定航空会社　中国東方航空

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1日目 張家界 張家界国際大酒店、張家界維也納国際酒店
2・3日目 武陵源景区 天子大酒店、京渓国際酒店
4日目 鳳凰 天下鳳凰大酒店、鳳廷大酒店
5・6日目 長沙 金源陽光酒店、興威華天大酒店

出発日

9月17日（火）

朝食5回、昼食5回
夕食5回及び機内食

２

１

４

３

５

７

６

午後：関西空港から空路、上海で乗り継いで張家界へ。
夜：張家界着。 【機・×】　張家界（泊）

天子山自然保護区で世界一高い屋外エレベーター、百龍観光電梯で一気に
326mまで上り、奇峰群を一望します！
袁家界景区・迷魂台ウオーキング（約2時間）
岩で構成された天然の橋、天下第一橋から歩き始め、迷魂台まで歩きます。
奇岩峰の展望に優れた人気のコースです！
天子山・賀龍公園ウオーキング（約1.5時間）
バスで天子山の賀龍公園まで上り、先端が筆のように細い御筆峰や、展望台から
の景色を楽しみます。ウオーク後は、ロープウェーで下まで降ります。
老屋場景区・空中田園ウオーキング（約1時間）
切り立った台地上に広がる田園を目指して歩きます。
 【朝・昼・夕】　武陵源（泊）

張家界大峡谷玻璃大橋ウオーキング（1.5時間）
スリル満点！2016年に開通したガラス張りの橋を渡ります。
橋の長さは375ｍ、谷底までの高さは約300ｍに達し、透明なガラス橋としては
世界一の長さ・高さを誇ります！
黄龍洞ウオーキング（約1.5時間）
極彩色のネオンでライトアップされたアジア最大級の鍾乳洞を歩きます。
午後：索渓峡自然保護区の宝峰湖へ。
湖から流れおちる滝、宝峰飛瀑を見学後、遊覧船に乗って巡り、山水の世界を満喫
します。 【朝・昼・夕】　武陵源（泊）

終日、湖南の省都、長沙を観光。
午前：中国四大書院の一つで、北宋時代に創建された最高学府の岳麓書院、江南四大
名亭の1つで、岳麓書院の院長・羅典によって創建された愛晩亭を見学。
午後：簡牘博物館を見学。紙がない呉の時代に竹や木に文字を書きつけた、走馬楼呉
は必見！その後、古城として長沙のシンボル天心閣を擁する天心閣公園を観光。
★さよならパーティー 【朝・昼・夕】　長沙（泊）

午前：空路、上海で乗り継いで、帰国の途へ。
夜：関西空港着。 【×・機・機】

金鞭渓景区ウオーキング（約1.5時間）
そり立つ絶壁の間を流れる渓流沿いを歩き、奇峰群を下から望むウオーク。
午後：バスで鳳凰へ。（約3.5時間）
夜：ライトアップされた鳳凰古城を見学。幻想的な景色をお楽しみください。
 【朝・昼・夕】　鳳凰（泊）

午前：「中国一美しい街」と呼ばれる鳳凰古城の街を散策します。趣のある家屋や石畳
の街並みはなんともノスタルジック！その後、街の中をゆったりと流れる川、沱江（だこ
う）を遊覧船に乗って巡ります。
午後：バスで古都・長沙へ。（約5時間半） 【朝・昼・夕】　長沙（泊）

日程 スケジュール

鳳凰古城宝峰湖

黄龍洞張家界大峡谷玻璃大橋

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

クラス
 初級者
  向き

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
街「
鳳
凰
古
城
」、

湖
南
の
省
都「
長
沙
」の
観
光
も
入
れ
た
プ
ラ
ン
！

中国の内陸南部の山岳地方にある武陵源風景名勝区は、総面積は約 264km² で、
高さが200m超の奇峰が3,100本以上そそり立ちます。
1979 年に発見されるまでは、少数民族
のみが知る秘境中の秘境でした。1992
年にユネスコ世界自然遺産に登録。
今では年間 2000 万人もの観光客が訪
れる一大絶景スポットです。
比較的雨の多いエリアですが、雨季が終
わった後の 9 月は降水量が少なく、過ご
しやすい気温のベストシーズンです！

世界遺産　武陵源風景名勝区

旅行代金（大人・おひとり）

228,000円

ウ

ォ

ー

キ

ン

グ

世界遺産「武陵源」奇岩の森を歩く

【中国】 日間7
約3,100本もの奇峰群と渓流が生んだ絶景は、

まるで山水画の世界！

旅行番号 Ａ0033 世界の名景を歩く旅

催行
決定

湖北省

武陵源

鳳凰古城

張冢界市区

中国
（湖南省） 長沙

江
西
省

重
慶
市

貴
州
省

★

海外旅行のお申込みは毎日新聞旅行 ☎06－6346－3830（平日10時～18時）

アンコールワット

◆旅券の残存期間は、入国時６カ月以上必要です。
◆査証が必要です。　◆予防接種は不要です。

渡航手続き
■予定航空会社　ベトナム航空

　神秘的なアンコール遺跡群を歩いてめぐる弊社オリジナル
の人気コース！今、話題の天空寺院「プリア・ヴィヘア」を追加
し、さらに充実した日程にしました。
　アンコール遺跡群は、9～15世紀ごろに栄えたアンコール
王朝によって造られました。ヒンドゥー教の宇宙観を体現し、
約30年もの歳月をかけて造られた「アンコールワット」、情熱
的なサンセットが素晴らしい「プレ・ループ」、ワットよりも規模
が大きい仏教遺跡の「アンコール・トム」、ガジュマルの木に浸
食された「タ・プローム」、アンコール王朝発祥の聖山「プノン・
クーレン」など見どころは尽きません。歩いてじっくりと巡るの
がツアーのポイントです。
　そして今シーズンから新たに追加した「プリア・ヴィヘア」！
ジープで山上近くまで上がり、天空へと延びるような長い参道
と階段を進みます。レリーフが見事な遺跡を通ると、その先に
切り立った岩の展望台が！
　広い大平原の望む風景は圧巻。まるで宇宙から地球を眺
めているようです！

※燃油サーチャージが別途必要になります。（ただし、
6/10現在13,060円必要です）
　また、関空使用料（3,040 円）、国際観光旅客税
（1,000円）、訪問国の空港諸税が必要となります。
■1人部屋追加代金　28,000円

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1・2・4日目 シェムリアップ アンコールセンチュリー、タラ・アンコール
3日目 プリア・ヴィヘア プリア・ヴィヘア・ブティック

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

12月3日（火）
2月11日（火） 178,000円

朝食4回、昼食4回
夕食5回及び機内食

２

１

４

３

５

６

午前：関西空港より空路、ベトナムで乗り換えて、カンボジアのシェムリアップへ。
着後、ホテルへ。 【×・機・夕】　シェムリアップ（泊）

クメール語で「大きな都市」を意味するアンコール・トム遺跡をウォーク。（南大門
＝バイヨン寺院…パプーオン…王宮…ピミアナカス…象のテラス…ライ王のテラ
ス）［約2時間］
午後：仏教建築の最高傑作と言われるアンコール・ワットをじっくり見学。ヒン
ドゥー教の神話が彫られている第1回廊のレリーフは美しく壮大です！
夕刻：四方の眺望が素晴らしいプレ・ループへ。三層基壇のテラスから360度のパ
ノラマと、天気が良ければ大平原に沈む夕景をご覧いただけます。
  【朝・昼・夕】　シェムリアップ（泊）

早朝：天気が良ければアンコールワットの朝日を観賞。
ホテルに戻り、朝食と休憩。
午前：バスでプノン・クーレンへ。
川底に彫られたヒンドゥー教の神やリンガ、地元の露店通り、滝などを歩いて巡り
ます。［約2.5時間］
午後：タイとの国境に位置する町、プリア・ヴィヘアへ。
  【朝・弁・夕】　プリア・ヴィヘア（泊）

午前：関西空港着。 【機】

天空の寺院と呼ばれる世界遺産プリア・ヴィヘア寺院を見学。ナーガの欄干、長い
参道、ヒンドゥー教神話“乳海攪拌”のレリーフ、大地を見下ろす眺望はまさに絶景
です。[約2時間]
午後：シェムリアップに戻ります。帰路、バンテアイ・スレイを見学。
レンガ色の石に刻まれた優美なレリーフは“東洋のモナリザ”と呼ばれます。
★夕食はアプサラダンス・ディナーショー 【朝・昼・夕】　シェムリアップ（泊）

午前：巨大な榕樹に押しつぶされそうな遺跡タ・プロームを見学。
午後：東南アジア最大の湖トンレサップ湖の観光と、雑貨店でにぎわうオールド
マーケットでショッピング。
昼食後、ホテルに戻って休憩。
★ホテルの部屋は１８時頃まで利用できます。
夜：空路、ベトナムで乗り換えて帰国の途へ。 【朝・昼・夕】　機中（泊）

日程 スケジュール

バンテアイスレイの精緻な彫刻タ・プロームの参道

バイヨンの四面像アンコール・トム南大門

タ・プローム

世界遺産
「アンコール遺跡」ウオーキング

旅行番号 Ａ0014 【カンボジア】 日間6世界の歴史・遺跡を巡る旅

今シーズンから天空の寺院「プリア・ヴィヘア」を追加！

ウ

オ

ー

ク

ウ
オ
ー
ク

ウ
オ
ー
ク

※現地事情で旅程の一部が変更になる場合があります。

カンボジアとタイとの国境に位置するヒン
ドゥー教寺院（9世紀頃創建）。
2008年に世界文化遺産に登録。標高は
約650mで、ダンレック山脈の頂上に建
ち、その眺望の素晴らしさから「天空の寺
院」と呼ばれる近年話題のホットスポット！
ヒンドゥー教神話“乳海攪拌”のレリーフが
あるのがアンコールワットとの共通点。 プリア・ヴィヘア

世界遺産プリア・ヴィヘア
添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

クラス
 初級者
  向き

プリア・ヴィヘア

14



海外旅行のお申込みは毎日新聞旅行 ☎06－6346－3830（平日10時～18時）

武陵源の奇岩群

◆旅券の残存期間は、入国時６カ月以上が望ましい。
◆査証は不要です。　◆予防接種は不要です。

渡航手続き

　中国湖南省の張家界にある、世界遺産
「武陵源風景名勝区」。40年前に発見され
たこの場所は、数億年前に起こった地殻
変動による隆起、川の流れや雨による浸
食を経て構成された奇跡の奇峰群です！
　総面積は約264km²もの広大さのため、
ツアーでは特に景観に優れ、人気のある
エリアを絞り込んでご案内いたします。
　袁家界景区や天子山の賀龍公園のウ
オーキングでは、高所から奇岩峰の絶景を
望み、金鞭渓景区では渓流沿いを歩いて
下からの景色を見ることができるので、高
さ200ｍを超す奇峰群を様々な角度から
満喫します！
　また、切り立った岩峰の上にある空中田
園を目指すウオークや、スリル満点のガラ
ス橋、アジア最大級の鍾乳洞の黄龍洞な
ど、見所は尽きません！

◆添乗員　井本祥平が同行予定です
※燃油サーチャージが別途必要になります。（ただし、6/10
現在5,880円必要です）

　また、関空使用料（3,040円）、国際観光旅客税（1,000
円）、訪問国の空港諸税が必要となります。

■1人部屋追加代金　32,000円　■予定航空会社　中国東方航空

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1日目 張家界 張家界国際大酒店、張家界維也納国際酒店
2・3日目 武陵源景区 天子大酒店、京渓国際酒店
4日目 鳳凰 天下鳳凰大酒店、鳳廷大酒店
5・6日目 長沙 金源陽光酒店、興威華天大酒店

出発日

9月17日（火）

朝食5回、昼食5回
夕食5回及び機内食

２

１

４

３

５

７

６

午後：関西空港から空路、上海で乗り継いで張家界へ。
夜：張家界着。 【機・×】　張家界（泊）

天子山自然保護区で世界一高い屋外エレベーター、百龍観光電梯で一気に
326mまで上り、奇峰群を一望します！
袁家界景区・迷魂台ウオーキング（約2時間）
岩で構成された天然の橋、天下第一橋から歩き始め、迷魂台まで歩きます。
奇岩峰の展望に優れた人気のコースです！
天子山・賀龍公園ウオーキング（約1.5時間）
バスで天子山の賀龍公園まで上り、先端が筆のように細い御筆峰や、展望台から
の景色を楽しみます。ウオーク後は、ロープウェーで下まで降ります。
老屋場景区・空中田園ウオーキング（約1時間）
切り立った台地上に広がる田園を目指して歩きます。
 【朝・昼・夕】　武陵源（泊）

張家界大峡谷玻璃大橋ウオーキング（1.5時間）
スリル満点！2016年に開通したガラス張りの橋を渡ります。
橋の長さは375ｍ、谷底までの高さは約300ｍに達し、透明なガラス橋としては
世界一の長さ・高さを誇ります！
黄龍洞ウオーキング（約1.5時間）
極彩色のネオンでライトアップされたアジア最大級の鍾乳洞を歩きます。
午後：索渓峡自然保護区の宝峰湖へ。
湖から流れおちる滝、宝峰飛瀑を見学後、遊覧船に乗って巡り、山水の世界を満喫
します。 【朝・昼・夕】　武陵源（泊）

終日、湖南の省都、長沙を観光。
午前：中国四大書院の一つで、北宋時代に創建された最高学府の岳麓書院、江南四大
名亭の1つで、岳麓書院の院長・羅典によって創建された愛晩亭を見学。
午後：簡牘博物館を見学。紙がない呉の時代に竹や木に文字を書きつけた、走馬楼呉
は必見！その後、古城として長沙のシンボル天心閣を擁する天心閣公園を観光。
★さよならパーティー 【朝・昼・夕】　長沙（泊）

午前：空路、上海で乗り継いで、帰国の途へ。
夜：関西空港着。 【×・機・機】

金鞭渓景区ウオーキング（約1.5時間）
そり立つ絶壁の間を流れる渓流沿いを歩き、奇峰群を下から望むウオーク。
午後：バスで鳳凰へ。（約3.5時間）
夜：ライトアップされた鳳凰古城を見学。幻想的な景色をお楽しみください。
 【朝・昼・夕】　鳳凰（泊）

午前：「中国一美しい街」と呼ばれる鳳凰古城の街を散策します。趣のある家屋や石畳
の街並みはなんともノスタルジック！その後、街の中をゆったりと流れる川、沱江（だこ
う）を遊覧船に乗って巡ります。
午後：バスで古都・長沙へ。（約5時間半） 【朝・昼・夕】　長沙（泊）

日程 スケジュール

鳳凰古城宝峰湖

黄龍洞張家界大峡谷玻璃大橋

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様
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 初級者
  向き
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中国の内陸南部の山岳地方にある武陵源風景名勝区は、総面積は約 264km² で、
高さが200m超の奇峰が3,100本以上そそり立ちます。
1979 年に発見されるまでは、少数民族
のみが知る秘境中の秘境でした。1992
年にユネスコ世界自然遺産に登録。
今では年間 2000 万人もの観光客が訪
れる一大絶景スポットです。
比較的雨の多いエリアですが、雨季が終
わった後の 9 月は降水量が少なく、過ご
しやすい気温のベストシーズンです！

世界遺産　武陵源風景名勝区

旅行代金（大人・おひとり）

228,000円
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世界遺産「武陵源」奇岩の森を歩く

【中国】 日間7
約3,100本もの奇峰群と渓流が生んだ絶景は、

まるで山水画の世界！

旅行番号 Ａ0033 世界の名景を歩く旅

催行
決定

湖北省

武陵源

鳳凰古城

張冢界市区

中国
（湖南省） 長沙

江
西
省

重
慶
市

貴
州
省

★

海外旅行のお申込みは毎日新聞旅行 ☎06－6346－3830（平日10時～18時）

アンコールワット

◆旅券の残存期間は、入国時６カ月以上必要です。
◆査証が必要です。　◆予防接種は不要です。

渡航手続き
■予定航空会社　ベトナム航空

　神秘的なアンコール遺跡群を歩いてめぐる弊社オリジナル
の人気コース！今、話題の天空寺院「プリア・ヴィヘア」を追加
し、さらに充実した日程にしました。
　アンコール遺跡群は、9～15世紀ごろに栄えたアンコール
王朝によって造られました。ヒンドゥー教の宇宙観を体現し、
約30年もの歳月をかけて造られた「アンコールワット」、情熱
的なサンセットが素晴らしい「プレ・ループ」、ワットよりも規模
が大きい仏教遺跡の「アンコール・トム」、ガジュマルの木に浸
食された「タ・プローム」、アンコール王朝発祥の聖山「プノン・
クーレン」など見どころは尽きません。歩いてじっくりと巡るの
がツアーのポイントです。
　そして今シーズンから新たに追加した「プリア・ヴィヘア」！
ジープで山上近くまで上がり、天空へと延びるような長い参道
と階段を進みます。レリーフが見事な遺跡を通ると、その先に
切り立った岩の展望台が！
　広い大平原の望む風景は圧巻。まるで宇宙から地球を眺
めているようです！

※燃油サーチャージが別途必要になります。（ただし、
6/10現在13,060円必要です）
　また、関空使用料（3,040 円）、国際観光旅客税
（1,000円）、訪問国の空港諸税が必要となります。
■1人部屋追加代金　28,000円

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1・2・4日目 シェムリアップ アンコールセンチュリー、タラ・アンコール
3日目 プリア・ヴィヘア プリア・ヴィヘア・ブティック

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

12月3日（火）
2月11日（火） 178,000円

朝食4回、昼食4回
夕食5回及び機内食

２

１

４

３

５

６

午前：関西空港より空路、ベトナムで乗り換えて、カンボジアのシェムリアップへ。
着後、ホテルへ。 【×・機・夕】　シェムリアップ（泊）

クメール語で「大きな都市」を意味するアンコール・トム遺跡をウォーク。（南大門
＝バイヨン寺院…パプーオン…王宮…ピミアナカス…象のテラス…ライ王のテラ
ス）［約2時間］
午後：仏教建築の最高傑作と言われるアンコール・ワットをじっくり見学。ヒン
ドゥー教の神話が彫られている第1回廊のレリーフは美しく壮大です！
夕刻：四方の眺望が素晴らしいプレ・ループへ。三層基壇のテラスから360度のパ
ノラマと、天気が良ければ大平原に沈む夕景をご覧いただけます。
  【朝・昼・夕】　シェムリアップ（泊）

早朝：天気が良ければアンコールワットの朝日を観賞。
ホテルに戻り、朝食と休憩。
午前：バスでプノン・クーレンへ。
川底に彫られたヒンドゥー教の神やリンガ、地元の露店通り、滝などを歩いて巡り
ます。［約2.5時間］
午後：タイとの国境に位置する町、プリア・ヴィヘアへ。
  【朝・弁・夕】　プリア・ヴィヘア（泊）

午前：関西空港着。 【機】

天空の寺院と呼ばれる世界遺産プリア・ヴィヘア寺院を見学。ナーガの欄干、長い
参道、ヒンドゥー教神話“乳海攪拌”のレリーフ、大地を見下ろす眺望はまさに絶景
です。[約2時間]
午後：シェムリアップに戻ります。帰路、バンテアイ・スレイを見学。
レンガ色の石に刻まれた優美なレリーフは“東洋のモナリザ”と呼ばれます。
★夕食はアプサラダンス・ディナーショー 【朝・昼・夕】　シェムリアップ（泊）

午前：巨大な榕樹に押しつぶされそうな遺跡タ・プロームを見学。
午後：東南アジア最大の湖トンレサップ湖の観光と、雑貨店でにぎわうオールド
マーケットでショッピング。
昼食後、ホテルに戻って休憩。
★ホテルの部屋は１８時頃まで利用できます。
夜：空路、ベトナムで乗り換えて帰国の途へ。 【朝・昼・夕】　機中（泊）

日程 スケジュール

バンテアイスレイの精緻な彫刻タ・プロームの参道

バイヨンの四面像アンコール・トム南大門

タ・プローム

世界遺産
「アンコール遺跡」ウオーキング

旅行番号 Ａ0014 【カンボジア】 日間6世界の歴史・遺跡を巡る旅

今シーズンから天空の寺院「プリア・ヴィヘア」を追加！
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※現地事情で旅程の一部が変更になる場合があります。

カンボジアとタイとの国境に位置するヒン
ドゥー教寺院（9世紀頃創建）。
2008年に世界文化遺産に登録。標高は
約650mで、ダンレック山脈の頂上に建
ち、その眺望の素晴らしさから「天空の寺
院」と呼ばれる近年話題のホットスポット！
ヒンドゥー教神話“乳海攪拌”のレリーフが
あるのがアンコールワットとの共通点。 プリア・ヴィヘア

世界遺産プリア・ヴィヘア
添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

クラス
 初級者
  向き

プリア・ヴィヘア
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