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松原美穂さんと行く昭和歌謡バスツアー

現代アート・美術館

4060 昭和歌謡バスツアー 日帰り

昭和歌謡のプリンセス 松原美穂さんと行く
～京都、大原・嵯峨野 恋の歌～
　車中ミニコンサート開催　一緒に歌って、楽しみましょう
　女優で歌手の松原美穂さんとバス車中で懐かしの昭和歌謡曲を歌唱やクイ
ズで楽しみながら、京都の紅葉の大原と嵯峨野を散策します。バスで爽快なドラ
イブを楽しみます。

食事 昼食：1回　大原芹生（三千草弁当）
貸切バス会社名　近鉄バスまたは同等クラス（トイレ付バスを使用します）

出 発 日 旅行代金

12,800円11月28日（木）
大阪･梅田８時30分発＝JR京都駅・八条口（乗車可・9時20分）＝＜バス車中で昭
和歌謡＞＝大原・◎三千院（紅葉の境内、往生極楽院）…芹生（昼食）＝＜バス車中で
昭和歌謡＞＝〇嵯峨野（縁結びのパワースポット、野宮神社など自由散策）＝＜バス
車中で昭和歌謡＞＝JR京都駅前（下車可）＝梅田18時30分ごろ着

京都

わらべ地蔵横  Ⓒ杉村孝、作わらべ地蔵横  Ⓒ杉村孝、作大原芹生　三千草弁当大原芹生　三千草弁当

三千院往生極楽院三千院往生極楽院 野宮神社野宮神社

　女優としてテレビ、映画、舞台などに多数出演。歌手、司会としても活躍中。
四天王寺ワッソ準ミス、JR西日本ミスWENS。現在、ラジオ関西「流行歌を訪ね
て」に出演中。昭和歌謡史にも詳しく、講演などの活動にも幅を広げている。

松原　美穂さん

4100 国立国際美術館とアートギャラリーを巡る 日帰り

芸術の秋　現代アートに出会う一日
　国立国際美術館のコレクション展「ジャコメッティとⅡ」を観覧します。ジャコ
メッティの作品に加え、同館が所蔵する現代
アートの名品の数々を学芸員の解説を聞き鑑
賞します。昼食はアート感あふれるヴェルミヨ
ン マホロバでフレンチのランチコースをいた
だきます。午後から、大阪市内の話題のギャラ
リー巡りをいたします。すべて、ギャラリストの
解説付きです。（小型バスで巡る美術鑑賞）

食事 昼食：１回　ヴェルミヨンマホロバ（フレンチの特別ランチコース）
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11月15日（金）
◎国立国際美術館入口前10時集合（学芸員の解説を聞き、コレクション展「ジャコ
メッティとⅡ」を鑑賞）＝ヴェルミヨンマホロバ（フレンチの特別ランチコース）…〇
Yoshiaki Inoue Gallery（美 術 作 家/中 辻 悦 子 展）＝○TEZUKAYAMA 
GALLERY（彫刻家/井田大介展・「M氏」コレクション展）＝○アートコートギャラ
リー（彫刻家/松井紫朗展）・「OAP彫刻の小径」を散策＝梅田17時ごろ着

国立国際美術館で開催中の企画展「ウィーン・モダン～クリムト、シーレ世
紀末への道～」も観覧される方は、17時ごろ再入場します。

大阪

□□□□□□

企画協力　一般社団法人日本現代美術振興協会
　皆様ギャラリーに足を運んだことはありますか？本ツアーでは現代アートを扱うオススメのギャラリーを巡ります。
アートがお好きな皆様はもちろんのこと、ギャラリー初心者の皆様も一緒に大阪の現代アートスポットを楽しみましょう。
また日頃、私達は関西を中心に現代アートの振興の為に活動しており、サポートくださる賛助会員様を募集中です。
　詳しくはQRコードにアクセスください。 日本現代美術振興協会  事務局長  宮本典子

中辻悦子《無題》キャンバス、アクリル彩色130.3×162cm 2018

井田大介Photo Sculpture 《The gates 
of hell》ネット画像、3Dプリント、レジン、ミク
ストメディア95×95×25cm 2018

松井紫朗《Lag Behind /Lag Forward》木（着色）2019 
Photo: Kazuo Fukunaga/Courtesy: ARTCOURT Gallery

ARTCOURT Gallery/Photo: Seiji
Toyonaga Courtesy: ARTCOURT Gallery・実際の展示作品とは異なる場合がございます。

ヴェルミヨンマホロバヴェルミヨンマホロバ

4061 モノクロ写真を撮る 日帰り

晩秋の湖北へ 
マキノのメタセコイア並木とかくれ里・菅浦
　モノクロで撮影することで、単調な被写体や風景でも「色」から離れ、構図や形、
影などの要素に集中して撮影します。「色」は階調（グラデーション）や濃度に形を変
えて表現されます。大石先生の解説でモノクロ写真を楽しむ撮影ツアーに是非ご
参加ください。
　湖に立つ鳥居の白鬚神社や様々な表情の鵜川の四十八石仏。隠れ里の菅浦の
琵琶湖の漁村の風景、圧巻のメタセコイアの並木など撮影します。

食事 昼食：1回　今津サンブリッジホテル（和惣菜バイキング）
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11月22日（金）

大阪・梅田8時30分発＝○白鬚神社（近江最古の古社、湖中鳥居）＝○鵜川四十八体仏
（個性豊かな表情の阿弥陀如来坐像）＝○菅浦の里（湖北のかくれ里、珍しい四足門や
奥琵琶湖の漁村の風景）＝○メタセコイア並木（全長2.4kmにわたり約500本の円錐
形のメタセコイア並木）＝梅田18時30分ごろ着

滋賀

白鬚神社白鬚神社ランチブッフェ（イメージ）ランチブッフェ（イメージ）

菅浦　四足門菅浦　四足門

鵜川の石仏鵜川の石仏
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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。

神社仏閣・特別拝観の旅

4196 京の冬の風物詩と北野 日帰り

千本釈迦堂の大根炊きと
北野天満宮・特別公開の御土居

　千本釈迦堂の大根焚きは、鎌倉時代に茲禅上人が大根の切り口に梵字を書
いて魔除けとしたのが始まりです。今も梵字を書いた大根を加持祈祷した後、
切り分けて炊き込んでいます。古くから諸病除けに良いと信じられてきた大根
をいただくと、冷えた体も芯から温まります。
　北野天満宮の御土居では錦の絨毯のような晩秋の風景が楽しめます。

食事 昼食：1回　嵐山良彌（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

10,800円12月７日（土）

大阪・梅田9時発＝◎千本釈迦堂（無病息災の大根炊き）＝嵐山（昼食）＝◎北野
天満宮（特別公開の御土居、豊臣秀吉が築いた土塁、自然林が残り、晩秋の紅
葉の中を散策）＝鶴屋吉信（お買い物）＝梅田18時ごろ着

京都

大根炊き大根炊き

4197 古都奈良に春を告げる伝統行事 日帰り

火の粉が舞う二月堂の修二会と
春日大社本殿特別参拝

　東大寺二月堂の修二会は、実
忠和尚が創始され、以来1261年
間続く伝統行事です。長さ約7m
の大松明が火をともし、二月堂の
欄干から火の粉を散らしながら練
行衆がお堂の中に入っていきま
す。朱色に輝く春日大社の国宝
本殿を特別参拝し、回廊内では
戦国武将から奉納された釣燈籠
も拝観します。

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

出 発 日 旅行代金

13,800円2020年3月２日（月）
大阪・梅田13時発＝大毎上町本店前13時25分（乗車可）＝天王寺駅前13時40分（乗
車可）＝◎春日大社（国宝御本殿特別参拝。二の鳥居…南門…東回廊…御蓋山浮雲峰遥
拝所…中門（御本殿）…藤浪之屋…砂ずりの藤）＝奈良ホテル（夕食）＝○東大寺・二月
堂（修二会、大松明を持った童子（どうじ）が観客の頭上に火の粉を散らしながら舞台を
回ります）＝天王寺駅前（下車可）＝大毎上町本店前（下車可）＝梅田21時30分ごろ着

奈良

春日大社 中門_提供：春日大社（写真：桑原英文）春日大社 中門_提供：春日大社（写真：桑原英文）

二月堂　修二会お松明二月堂　修二会お松明

4198 日本海の料理旅館でカニ会席 日帰り

奥伊根温泉・油屋旅館で
絶品のカニ料理と丹後一宮

丹後半島の奥伊
根温泉・油屋旅館
で旬のカニのフ
ルコースを堪能し
ます。丹後の国の
一の宮、籠神社を
参拝します。

食事 食事　昼食：1回　奥伊根温泉・油屋旅館（カニのフルコース）
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

22,800円12月5日（木）
大阪・梅田8時30分発＝○籠神社（丹後一宮、元伊勢）…真名井神社（パワースポットの
奥宮も参拝）＝奥伊根温泉・油屋旅館（冬の味覚の王者、カニのフルコースをお召し上が
りいただきます。温泉入浴）＝橋立海産物センター（お買い物）＝梅田18時30分ごろ着

京都

油屋旅館　カニのフルコース 2.5杯油屋旅館　カニのフルコース 2.5杯

油屋旅館 本館正面油屋旅館 本館正面
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1640 お寺でいただく精進料理と多武峰 日帰り

音羽山観音寺の精進料理と談山神社

　眼病霊験の「音羽の観音さん」で親しまれている音羽山観音寺のご住職が、真心を込めて
手作りした精進料理をいただきます。世界唯一の木造十三重塔のある談山神社は、大化の改
新の密談を交わしたところから「談（かたらい）山」と呼ばれ社名の由来になっています。

歩行 ３km　約2時間（音羽山観音寺までは山道を往復します）

食事 昼食：1回　音羽山観音寺（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

11,800円12月13日（金）
大阪・梅田9時発＝音羽山観音寺（徒歩約1時間の山道を上ります。ご住職の手
作りの精進料理の昼食）＝〇談山神社（木造十三重塔）＝梅田18時ごろ着

奈良

音羽山観音寺音羽山観音寺

音羽山観音寺の参道音羽山観音寺の参道

音羽山観音寺　精進料理音羽山観音寺　精進料理

◆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。

季節を満喫する旅・美しく色づく紅葉の名所

4191 美濃の名刹と結願の札所 日帰り

色鮮やかな美濃の紅葉と谷汲山・華厳寺
　伝教大師最澄が創建したと
伝えられる岐阜県谷汲村の古
刹、横蔵寺。鮮やかな紅葉の境
内と約200年前の即身成仏し
た妙心法師のミイラが安置され
ています。西国三十三ケ所の結
願の華厳寺は、紅葉の名所とし
ても多くの参拝者が訪れます。

食事 昼食：1回　えのきや（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

10,800円11月15（金）・23日（土）
大阪・梅田8時発＝〇谷汲山・華厳寺（西国三十三ケ所の満願の寺）＝◎横蔵寺
（美濃の正倉院とも言われる古刹。宝物殿と境内の紅葉は圧巻）＝梅田18時30
分ごろ着

岐阜

華厳寺華厳寺

紅葉の横蔵寺紅葉の横蔵寺

1789 一面銀色で輝くススキの絶景と渓谷の名瀑を歩く 日帰り

ススキの曽爾高原と赤目四十八滝
　秋にはススキが一面
を覆う牧歌的な風景が
見られ、ウオーキングに
最適な人気の高原です。
また、大小さまざまな滝
が点在する紅葉の赤目
四十八滝も歩きます。

歩行 3km　約2時間

食事 昼食：1回　青蓮寺レークホテル（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

9,800円11月6日（水）
大阪・梅田8時発＝◎赤目四十八滝（日本オオサンショウウオセンターを見学
後、赤目四十八滝の遊歩道を歩き、布曳滝や千手滝など）＝○曽爾高原（ススキ
の穂が銀色の波のように揺れる高原を散策）＝梅田18時30分ごろ着

奈良・三重

布曳滝布曳滝

写真提供　奈良県ビジターズビュロー写真提供　奈良県ビジターズビュロー曽爾高原曽爾高原

4193 湖北の紅葉の名刹を訪ねて 日帰り

真っ赤な紅葉の鶏足寺と
渡岸寺観音堂の国宝十一面観音

　向源寺の渡岸寺観音堂の国宝十一面観音を拝観。日本に７体ある国宝十一
面観音の内で、最も美しいとされています。湖北の紅葉の名所、境内を真っ赤
な絨毯が広がるような鶏足寺を訪ねます。長浜別院大通寺では名勝の庭園や
障壁画などを拝観いたします。

食事 昼食：1回　北ビワコホテルグラツィエ（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

11,800円11月21日（木）
大阪・梅田8時発＝◎長浜別院大通寺（障壁画や国の名勝に指定されている名
園）＝◎向源寺（渡岸寺観音堂の国宝十一面観音）＝◎己高閣・世代閣（鶏足寺
の薬師如来立像をはじめ多くの仏画や仏像を収蔵）…○鶏足寺（約200本のモ
ミジが境内を赤く染める）＝梅田18時30分ごろ着

滋賀

鶏足寺鶏足寺鶏足寺鶏足寺

4195 連続テレビドラマの舞台、信楽焼の里と国宝の名刹 日帰り

日本六古窯の信楽焼と
紅葉に彩られた常楽寺と長寿寺

　常楽寺は国宝本堂・三重塔を囲むように8種類350本のモミジがあり見事な紅葉
スポットです。長寿寺は、奈良時代に聖武天皇の勅願により建立されたと言われ、国
宝本堂に続く参道を覆う美しいモミジは圧巻です。連続テレビドラマの舞台となる信
楽の里で地元のガイドと信楽伝統産業会館、ろくろ坂、窯場坂、窯元などを訪ねます。

歩行 2.5km　約2.5時間

食事 昼食：1回　信楽たぬき村（国産牛すきやき会席）

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11月20日（水）
大阪・梅田8時30分発＝湖南＝○常楽寺（紅葉の国宝本堂や三重塔など）＝○
長寿寺（モミジの参道と国宝本堂）＝○信楽の里（ガイドの案内で信楽伝統産業
会館、ろくろ坂、窯場坂、窯元を巡ります）＝梅田18時30分ごろ着

滋賀

信楽焼信楽焼長寿寺の紅葉長寿寺の紅葉
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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。

神社仏閣・特別拝観の旅

4196 京の冬の風物詩と北野 日帰り

千本釈迦堂の大根炊きと
北野天満宮・特別公開の御土居

　千本釈迦堂の大根焚きは、鎌倉時代に茲禅上人が大根の切り口に梵字を書
いて魔除けとしたのが始まりです。今も梵字を書いた大根を加持祈祷した後、
切り分けて炊き込んでいます。古くから諸病除けに良いと信じられてきた大根
をいただくと、冷えた体も芯から温まります。
　北野天満宮の御土居では錦の絨毯のような晩秋の風景が楽しめます。

食事 昼食：1回　嵐山良彌（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

10,800円12月７日（土）

大阪・梅田9時発＝◎千本釈迦堂（無病息災の大根炊き）＝嵐山（昼食）＝◎北野
天満宮（特別公開の御土居、豊臣秀吉が築いた土塁、自然林が残り、晩秋の紅
葉の中を散策）＝鶴屋吉信（お買い物）＝梅田18時ごろ着

京都

大根炊き大根炊き

4197 古都奈良に春を告げる伝統行事 日帰り

火の粉が舞う二月堂の修二会と
春日大社本殿特別参拝

　東大寺二月堂の修二会は、実
忠和尚が創始され、以来1261年
間続く伝統行事です。長さ約7m
の大松明が火をともし、二月堂の
欄干から火の粉を散らしながら練
行衆がお堂の中に入っていきま
す。朱色に輝く春日大社の国宝
本殿を特別参拝し、回廊内では
戦国武将から奉納された釣燈籠
も拝観します。

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

出 発 日 旅行代金

13,800円2020年3月２日（月）
大阪・梅田13時発＝大毎上町本店前13時25分（乗車可）＝天王寺駅前13時40分（乗
車可）＝◎春日大社（国宝御本殿特別参拝。二の鳥居…南門…東回廊…御蓋山浮雲峰遥
拝所…中門（御本殿）…藤浪之屋…砂ずりの藤）＝奈良ホテル（夕食）＝○東大寺・二月
堂（修二会、大松明を持った童子（どうじ）が観客の頭上に火の粉を散らしながら舞台を
回ります）＝天王寺駅前（下車可）＝大毎上町本店前（下車可）＝梅田21時30分ごろ着

奈良

春日大社 中門_提供：春日大社（写真：桑原英文）春日大社 中門_提供：春日大社（写真：桑原英文）

二月堂　修二会お松明二月堂　修二会お松明

4198 日本海の料理旅館でカニ会席 日帰り

奥伊根温泉・油屋旅館で
絶品のカニ料理と丹後一宮

丹後半島の奥伊
根温泉・油屋旅館
で旬のカニのフ
ルコースを堪能し
ます。丹後の国の
一の宮、籠神社を
参拝します。

食事 食事　昼食：1回　奥伊根温泉・油屋旅館（カニのフルコース）
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

22,800円12月5日（木）
大阪・梅田8時30分発＝○籠神社（丹後一宮、元伊勢）…真名井神社（パワースポットの
奥宮も参拝）＝奥伊根温泉・油屋旅館（冬の味覚の王者、カニのフルコースをお召し上が
りいただきます。温泉入浴）＝橋立海産物センター（お買い物）＝梅田18時30分ごろ着

京都

油屋旅館　カニのフルコース 2.5杯油屋旅館　カニのフルコース 2.5杯

油屋旅館 本館正面油屋旅館 本館正面
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1640 お寺でいただく精進料理と多武峰 日帰り

音羽山観音寺の精進料理と談山神社

　眼病霊験の「音羽の観音さん」で親しまれている音羽山観音寺のご住職が、真心を込めて
手作りした精進料理をいただきます。世界唯一の木造十三重塔のある談山神社は、大化の改
新の密談を交わしたところから「談（かたらい）山」と呼ばれ社名の由来になっています。

歩行 ３km　約2時間（音羽山観音寺までは山道を往復します）

食事 昼食：1回　音羽山観音寺（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

11,800円12月13日（金）
大阪・梅田9時発＝音羽山観音寺（徒歩約1時間の山道を上ります。ご住職の手
作りの精進料理の昼食）＝〇談山神社（木造十三重塔）＝梅田18時ごろ着

奈良

音羽山観音寺音羽山観音寺

音羽山観音寺の参道音羽山観音寺の参道

音羽山観音寺　精進料理音羽山観音寺　精進料理

◆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。

季節を満喫する旅・美しく色づく紅葉の名所

4191 美濃の名刹と結願の札所 日帰り

色鮮やかな美濃の紅葉と谷汲山・華厳寺
　伝教大師最澄が創建したと
伝えられる岐阜県谷汲村の古
刹、横蔵寺。鮮やかな紅葉の境
内と約200年前の即身成仏し
た妙心法師のミイラが安置され
ています。西国三十三ケ所の結
願の華厳寺は、紅葉の名所とし
ても多くの参拝者が訪れます。

食事 昼食：1回　えのきや（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

10,800円11月15（金）・23日（土）
大阪・梅田8時発＝〇谷汲山・華厳寺（西国三十三ケ所の満願の寺）＝◎横蔵寺
（美濃の正倉院とも言われる古刹。宝物殿と境内の紅葉は圧巻）＝梅田18時30
分ごろ着

岐阜

華厳寺華厳寺

紅葉の横蔵寺紅葉の横蔵寺

1789 一面銀色で輝くススキの絶景と渓谷の名瀑を歩く 日帰り

ススキの曽爾高原と赤目四十八滝
　秋にはススキが一面
を覆う牧歌的な風景が
見られ、ウオーキングに
最適な人気の高原です。
また、大小さまざまな滝
が点在する紅葉の赤目
四十八滝も歩きます。

歩行 3km　約2時間

食事 昼食：1回　青蓮寺レークホテル（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

9,800円11月6日（水）
大阪・梅田8時発＝◎赤目四十八滝（日本オオサンショウウオセンターを見学
後、赤目四十八滝の遊歩道を歩き、布曳滝や千手滝など）＝○曽爾高原（ススキ
の穂が銀色の波のように揺れる高原を散策）＝梅田18時30分ごろ着

奈良・三重

布曳滝布曳滝

写真提供　奈良県ビジターズビュロー写真提供　奈良県ビジターズビュロー曽爾高原曽爾高原

4193 湖北の紅葉の名刹を訪ねて 日帰り

真っ赤な紅葉の鶏足寺と
渡岸寺観音堂の国宝十一面観音

　向源寺の渡岸寺観音堂の国宝十一面観音を拝観。日本に７体ある国宝十一
面観音の内で、最も美しいとされています。湖北の紅葉の名所、境内を真っ赤
な絨毯が広がるような鶏足寺を訪ねます。長浜別院大通寺では名勝の庭園や
障壁画などを拝観いたします。

食事 昼食：1回　北ビワコホテルグラツィエ（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

11,800円11月21日（木）
大阪・梅田8時発＝◎長浜別院大通寺（障壁画や国の名勝に指定されている名
園）＝◎向源寺（渡岸寺観音堂の国宝十一面観音）＝◎己高閣・世代閣（鶏足寺
の薬師如来立像をはじめ多くの仏画や仏像を収蔵）…○鶏足寺（約200本のモ
ミジが境内を赤く染める）＝梅田18時30分ごろ着

滋賀

鶏足寺鶏足寺鶏足寺鶏足寺

4195 連続テレビドラマの舞台、信楽焼の里と国宝の名刹 日帰り

日本六古窯の信楽焼と
紅葉に彩られた常楽寺と長寿寺

　常楽寺は国宝本堂・三重塔を囲むように8種類350本のモミジがあり見事な紅葉
スポットです。長寿寺は、奈良時代に聖武天皇の勅願により建立されたと言われ、国
宝本堂に続く参道を覆う美しいモミジは圧巻です。連続テレビドラマの舞台となる信
楽の里で地元のガイドと信楽伝統産業会館、ろくろ坂、窯場坂、窯元などを訪ねます。

歩行 2.5km　約2.5時間

食事 昼食：1回　信楽たぬき村（国産牛すきやき会席）

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11月20日（水）
大阪・梅田8時30分発＝湖南＝○常楽寺（紅葉の国宝本堂や三重塔など）＝○
長寿寺（モミジの参道と国宝本堂）＝○信楽の里（ガイドの案内で信楽伝統産業
会館、ろくろ坂、窯場坂、窯元を巡ります）＝梅田18時30分ごろ着

滋賀

信楽焼信楽焼長寿寺の紅葉長寿寺の紅葉

5



◆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。

4190 国境の島を訪ねて 4日間

対馬・壱岐の史跡めぐり
　訪日観光客が減少している国境の島、対馬と壱岐を訪ねます。対馬では朝鮮式
山城の金田城跡、海中に鳥居が立つ和多津美神社、石屋根で有名な椎根の集落な
どを訪ね、壱岐では魏志倭人伝の原の辻遺跡や家形石棺の掛木古墳などを訪ねま
す。大陸文化が東遷した歴史の島を堪能します。

食事 朝食：3回　昼食：4回　夕食：3回

宿泊 ①②対馬市・厳原　ホテル金石館（洋室）　
③壱岐市・郷ノ浦　壱岐マリーナホテル（洋室）

貸切バス会社名　対馬交通バス　壱岐交通バスまたは同等クラス

※金田城跡トレッキングはリュック、軽登山靴、雨合羽上下持
参。歩行7㎞・3.5時間。当日、悪天候が予想される場合、
コースを短縮する場合があります。
※早朝の新幹線を利用しますので、新大阪駅のご集合時間が
午前6時45分ごろになります。

※この旅行商品はしまとく通貨2000円分のタイアップ商品
です。壱岐の宿泊代に2000円充当しています。

出 発 日 旅行代金

JR新大阪駅7時12分発―（新幹線）―JR博多駅＝博多ふ頭～（ジェットフォ
イル）～厳原港＝〇城山（標高272.8m）一帯に広がる国指定特別史跡・金
田城（かなたのき）跡トレッキング（7㎞・約3.5時間）＝対馬市・厳原（泊）

＝〇上見坂展望台（標高358mからリアス式海岸の浅茅湾を展望）＝〇万関橋
（明治33年、日本海軍が艦船の通り道として開削した瀬戸）＝〇和多都美神社
（竜宮伝説が残る海中に鳥居が立つ）＝〇海神神社（対馬の一ノ宮、豊玉姫命を
祀る）＝〇元寇の役の古戦場・小茂田浜（700年前に蒙古軍を迎え撃った）＝〇
椎根の石屋根（対馬で産出される板状の石で屋根を葺いた高床式の建物）＝〇
お船江跡（対馬藩の船着場、往時の壮大な規模がわかる）＝対馬市・厳原（泊）

＝〇岳の辻展望台（標高212m島内一の高い山）＝〇住吉神社（式内社）＝
◎壱岐風土記の丘（古墳や復元古民家など）＝〇掛木古墳（6世紀の円墳、
家形石棺）＝〇勝本城跡（秀吉が朝鮮出兵に備えて築城）＝芦辺港～博多港
＝JR博多駅―（新幹線）―JR新大阪駅20時ごろ着

1

2

（午前中自由行動、希望者は歴代藩主の万松院などへご案内）…厳原港～
（ジェットフォイル）～芦辺港＝〇はらほげ地蔵（八幡浦の海中に祀られている）＝
◎一支国博物館（魏志倭人伝の一支国と記された壱岐の出土品など展示）…〇
原の辻遺跡（弥生時代の環濠集落。魏志倭人伝の一支国）＝壱岐市・郷ノ浦（泊）

3

4

長崎

対馬の金田城跡対馬の金田城跡

118,000円11月11日（月） 1名1室

対馬・壱岐の史跡めぐり

　1300年以上前、東国からやってきた防人たちは石塁から眼下に広がる黒瀬湾へ
の侵入者を見張っていた。防人の休憩所跡が左の中ほどに見える＝長崎県対馬市
美津島町の金田城（かなたのき）跡東南角石塁付近です。

原の辻一支国王都復元公園　長崎観光連盟原の辻一支国王都復元公園　長崎観光連盟壱岐　掛木古墳壱岐　掛木古墳

4059 虎塚古墳と埼玉古墳群、荏原台古墳群 3日間

関東の古代遺跡
　茨城県ひたちなか市の虎塚古墳は保存状態が良好な装飾古墳で横穴式石室にベ
ンガラで幾何学模様が描かれてこの時期だけ特別公開されます。埼玉県行田市で
は、115文字が刻まれた金錯銘鉄剣が出土した稲荷山古墳の埼玉古墳群のさきたま
風土記の丘を訪ねます。東京では、荏原台古墳群の多摩川台古墳群などを訪ねます。

食事 朝食：2回　昼食：2回　夕食：0回

宿泊 ①ひたちなか市・ホテルルートインひたちなか（1名～2名1室）
②熊谷市・ホテルルートイン熊谷（1名～2名1室）

貸切バス会社名　国際興業バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

JR新大阪駅（8時～9時）発―（新幹線）― JR東京駅＝かすみがうら市＝◎
かすみがうら市歴史博物館＝○富士見塚古墳群（前方後円墳と円墳からな
る古墳群、展示館では出土した埴輪など展示）＝○船塚山古墳（県内最大の
全長186mの前方後円墳）＝ひたちなか市（泊）

＝虎塚古墳（後円部の横穴式石室に赤いベンガラで環状文や連続三角文、武具
などが描かれている。この時期だけの公開）＝◎さきたま風土記の丘（5世紀後
半から7世紀初頭の東日本を代表する古墳群、稲荷山古墳。県立さきたま史跡
の博物館では稲荷山古墳出土の国宝の金錯銘鉄剣などが展示）＝熊谷市（泊）
＝◎吉見百穴（古墳時代後期の国内最大規模の約200基から構成される横穴群）
＝東京＝○野毛大塚古墳（5世紀前半の帆立貝形古墳）＝○多摩川台古墳群（6世
紀から7世紀の古墳群）＝JR新横浜駅―（新幹線）―JR新大阪駅19時ごろ着

1

2

3

茨城・埼玉・東京

　埼玉古墳群　埼玉古墳群

89,000円10月31日（木） 1名～2名1室

解説　藤井　利章氏（元神戸女子大学大学院教授）

金錯銘鉄剣金錯銘鉄剣虎塚古墳壁画虎塚古墳壁画

講師と行く旅・日本の古代遺跡を訪ねる

◆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。

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の解
説が人気の庭園デサイナー、烏賀陽百合先生の案内で先生の地元
京都を中心に庭園を訪ねるシリーズ。初心者にもわかりやすく楽し
い解説を聴きながら名庭園を鑑賞すれば、今までとは違う景色が見
えてくるでしょう。

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！

4189 竹喬・広島県立・ひろしま・ウッドワン・島根県立・足立・奈義町現代の各美術館 3日間

中国地方の美術館7館をめぐる
　中国地方の個性豊かな美術館や公共交通機関では行きにくい美術館など計7館をバスで回ります。日本
画家・小野竹喬の出身地、笠岡市の竹喬美術館では特別展「生誕130年記念小野竹喬のすべて・第2章竹
喬至純の時代1939－1979」を鑑賞します。広島市の広島県立美術館では特別展「印象派への旅　海運王
の夢　バレル・コレクション」（毎日新聞社など主催）を鑑賞。ドガの傑作「リハーサル」など英仏蘭の名品が
並びます。広島市のひろしま美術館では特別展「岸田劉生展」を鑑賞。「麗子十六歳之像」などが展示されま
す。廿日市市のウッドワン美術館では「日本絵画　美の再発見！～大観、松園を中心に～」を鑑賞。横山大観
「月」などが紹介されます。松江市の島根県立美術館では大正～昭和の「芸術写真家」塩谷定好の生誕120
年記念展など充実したコレクション展を鑑賞。天候が良ければ宍道湖の夕日（日本の夕陽百選）が望めます。
安来市の足立美術館では秋季特別展「改元記念　名画でふり返る　明治・大正・昭和の日本画」や「秋の横
山大観コレクション選」が開催され、大観の「無我」「紅葉」などが展示されます。岡山県の奈義町現代美術館
では、世界的建築家・磯崎新さん設計の建物と一体になった現代アート作家たちの作品を鑑賞します。

食事 朝食：2回、昼食：2回（3日目は自由昼食）、夕食：0回（1・2日目とも自由夕食）

宿泊 ①広島市・広島ワシントンホテル（1名～2名1室）　②松江市・ホテルルートイン松江（1名～2名1室）
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 横山大観「無我」（明治30年）足立美術館（島根県安来市）所蔵

出 発 日 旅行代金

大阪・梅田8時発＝◎岡山県笠岡市・竹喬美術館（鑑賞）＝◎広島市・広島県立美術館（鑑賞）＝広島市（泊）

＝◎広島市・ひろしま美術館（鑑賞）＝◎広島県廿日市市・ウッドワン美術館（鑑賞）＝◎島根県松江市・島
根県立美術館（鑑賞）＝松江市（泊）

＝◎島根県安来市・足立美術館（鑑賞）＝◎岡山県奈義町・奈義町現代美術館（鑑賞）＝梅田18時ごろ着

1

2

3

岡山・広島・島根

54,800円
59,800円

11月12日（火）
1名1室

2名1室

4065 浜離宮恩賜庭園、旧古河庭園、六義園、清澄庭園、小石川後楽園 2日間

東京の名庭園をめぐる
　東京は、江戸時代に将軍家や大名が多数の庭園を造り、明治以降も政府や皇族・
華族、財閥などがそれらを改修維持し、また新たに築庭した結果、魅力的な庭園が
非常に多い都市です。広い敷地の池泉回遊式庭園が主流で、洋風庭園も見られま
す。今回は、将軍家から皇室に引き継がれた浜離宮恩賜庭園、大正の財閥庭園で
西洋庭園と七代目小川治兵衛作の日本庭園を備える旧古河庭園、江戸中期に柳沢
吉保が造り明治に三菱の岩崎弥太郎の別荘となった六義園、やはり岩崎弥太郎が
造った清澄庭園、御三家の水戸徳川家の庭だった小石川後楽園を、貸切バスでめ
ぐります。宿泊は池袋のサンシャインシティプリンスホテルです。

食事 朝食：1回、昼食：1回（2日目に人形町今半のちょっとぜいたくな弁当）、夕食：0回
※2日目午前に旧古河庭園の洋館で喫茶

貸切バス会社名　国際興業バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

JR新大阪駅8時43分発─（ひかり460号）─JR京都駅8時59分（乗車可）
─JR名古屋駅9時37分（乗車可）─JR東京駅…（自由昼食）…東京駅八重
洲中央口12時50分（合流可）＝○六義園（鑑賞）＝○清澄庭園（鑑賞）＝池
袋（泊）

＝◎旧古河庭園（鑑賞・洋館見学・喫茶）＝○小石川後楽園（鑑賞）＝○浜離
宮恩賜庭園（鑑賞）＝JR東京駅16時33分発─（ひかり521号）─JR名古
屋駅18時17分（下車可）─JR京都駅19時11分（下車可）─JR新大阪駅
19時26分着

1

2

東京

浜離宮恩賜庭園浜離宮恩賜庭園

68,800円
64,800円

10月28日（月）

2名1室

1名1室

新大阪駅・京都駅・名古屋駅発着

46,800円
42,800円2名1室

1名1室

29,800円宿泊なし

東京駅で合流離団　

美 術 館 め ぐ り美 術 館 め ぐ り
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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。

4190 国境の島を訪ねて 4日間

対馬・壱岐の史跡めぐり
　訪日観光客が減少している国境の島、対馬と壱岐を訪ねます。対馬では朝鮮式
山城の金田城跡、海中に鳥居が立つ和多津美神社、石屋根で有名な椎根の集落な
どを訪ね、壱岐では魏志倭人伝の原の辻遺跡や家形石棺の掛木古墳などを訪ねま
す。大陸文化が東遷した歴史の島を堪能します。

食事 朝食：3回　昼食：4回　夕食：3回

宿泊 ①②対馬市・厳原　ホテル金石館（洋室）　
③壱岐市・郷ノ浦　壱岐マリーナホテル（洋室）

貸切バス会社名　対馬交通バス　壱岐交通バスまたは同等クラス

※金田城跡トレッキングはリュック、軽登山靴、雨合羽上下持
参。歩行7㎞・3.5時間。当日、悪天候が予想される場合、
コースを短縮する場合があります。
※早朝の新幹線を利用しますので、新大阪駅のご集合時間が
午前6時45分ごろになります。

※この旅行商品はしまとく通貨2000円分のタイアップ商品
です。壱岐の宿泊代に2000円充当しています。

出 発 日 旅行代金

JR新大阪駅7時12分発―（新幹線）―JR博多駅＝博多ふ頭～（ジェットフォ
イル）～厳原港＝〇城山（標高272.8m）一帯に広がる国指定特別史跡・金
田城（かなたのき）跡トレッキング（7㎞・約3.5時間）＝対馬市・厳原（泊）

＝〇上見坂展望台（標高358mからリアス式海岸の浅茅湾を展望）＝〇万関橋
（明治33年、日本海軍が艦船の通り道として開削した瀬戸）＝〇和多都美神社
（竜宮伝説が残る海中に鳥居が立つ）＝〇海神神社（対馬の一ノ宮、豊玉姫命を
祀る）＝〇元寇の役の古戦場・小茂田浜（700年前に蒙古軍を迎え撃った）＝〇
椎根の石屋根（対馬で産出される板状の石で屋根を葺いた高床式の建物）＝〇
お船江跡（対馬藩の船着場、往時の壮大な規模がわかる）＝対馬市・厳原（泊）

＝〇岳の辻展望台（標高212m島内一の高い山）＝〇住吉神社（式内社）＝
◎壱岐風土記の丘（古墳や復元古民家など）＝〇掛木古墳（6世紀の円墳、
家形石棺）＝〇勝本城跡（秀吉が朝鮮出兵に備えて築城）＝芦辺港～博多港
＝JR博多駅―（新幹線）―JR新大阪駅20時ごろ着

1

2

（午前中自由行動、希望者は歴代藩主の万松院などへご案内）…厳原港～
（ジェットフォイル）～芦辺港＝〇はらほげ地蔵（八幡浦の海中に祀られている）＝
◎一支国博物館（魏志倭人伝の一支国と記された壱岐の出土品など展示）…〇
原の辻遺跡（弥生時代の環濠集落。魏志倭人伝の一支国）＝壱岐市・郷ノ浦（泊）

3

4

長崎

対馬の金田城跡対馬の金田城跡

118,000円11月11日（月） 1名1室

対馬・壱岐の史跡めぐり

　1300年以上前、東国からやってきた防人たちは石塁から眼下に広がる黒瀬湾へ
の侵入者を見張っていた。防人の休憩所跡が左の中ほどに見える＝長崎県対馬市
美津島町の金田城（かなたのき）跡東南角石塁付近です。

原の辻一支国王都復元公園　長崎観光連盟原の辻一支国王都復元公園　長崎観光連盟壱岐　掛木古墳壱岐　掛木古墳

4059 虎塚古墳と埼玉古墳群、荏原台古墳群 3日間

関東の古代遺跡
　茨城県ひたちなか市の虎塚古墳は保存状態が良好な装飾古墳で横穴式石室にベ
ンガラで幾何学模様が描かれてこの時期だけ特別公開されます。埼玉県行田市で
は、115文字が刻まれた金錯銘鉄剣が出土した稲荷山古墳の埼玉古墳群のさきたま
風土記の丘を訪ねます。東京では、荏原台古墳群の多摩川台古墳群などを訪ねます。

食事 朝食：2回　昼食：2回　夕食：0回

宿泊 ①ひたちなか市・ホテルルートインひたちなか（1名～2名1室）
②熊谷市・ホテルルートイン熊谷（1名～2名1室）

貸切バス会社名　国際興業バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

JR新大阪駅（8時～9時）発―（新幹線）― JR東京駅＝かすみがうら市＝◎
かすみがうら市歴史博物館＝○富士見塚古墳群（前方後円墳と円墳からな
る古墳群、展示館では出土した埴輪など展示）＝○船塚山古墳（県内最大の
全長186mの前方後円墳）＝ひたちなか市（泊）

＝虎塚古墳（後円部の横穴式石室に赤いベンガラで環状文や連続三角文、武具
などが描かれている。この時期だけの公開）＝◎さきたま風土記の丘（5世紀後
半から7世紀初頭の東日本を代表する古墳群、稲荷山古墳。県立さきたま史跡
の博物館では稲荷山古墳出土の国宝の金錯銘鉄剣などが展示）＝熊谷市（泊）
＝◎吉見百穴（古墳時代後期の国内最大規模の約200基から構成される横穴群）
＝東京＝○野毛大塚古墳（5世紀前半の帆立貝形古墳）＝○多摩川台古墳群（6世
紀から7世紀の古墳群）＝JR新横浜駅―（新幹線）―JR新大阪駅19時ごろ着

1

2

3

茨城・埼玉・東京

　埼玉古墳群　埼玉古墳群

89,000円10月31日（木） 1名～2名1室

解説　藤井　利章氏（元神戸女子大学大学院教授）

金錯銘鉄剣金錯銘鉄剣虎塚古墳壁画虎塚古墳壁画

講師と行く旅・日本の古代遺跡を訪ねる

◆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。

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の解
説が人気の庭園デサイナー、烏賀陽百合先生の案内で先生の地元
京都を中心に庭園を訪ねるシリーズ。初心者にもわかりやすく楽し
い解説を聴きながら名庭園を鑑賞すれば、今までとは違う景色が見
えてくるでしょう。

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！

4189 竹喬・広島県立・ひろしま・ウッドワン・島根県立・足立・奈義町現代の各美術館 3日間

中国地方の美術館7館をめぐる
　中国地方の個性豊かな美術館や公共交通機関では行きにくい美術館など計7館をバスで回ります。日本
画家・小野竹喬の出身地、笠岡市の竹喬美術館では特別展「生誕130年記念小野竹喬のすべて・第2章竹
喬至純の時代1939－1979」を鑑賞します。広島市の広島県立美術館では特別展「印象派への旅　海運王
の夢　バレル・コレクション」（毎日新聞社など主催）を鑑賞。ドガの傑作「リハーサル」など英仏蘭の名品が
並びます。広島市のひろしま美術館では特別展「岸田劉生展」を鑑賞。「麗子十六歳之像」などが展示されま
す。廿日市市のウッドワン美術館では「日本絵画　美の再発見！～大観、松園を中心に～」を鑑賞。横山大観
「月」などが紹介されます。松江市の島根県立美術館では大正～昭和の「芸術写真家」塩谷定好の生誕120
年記念展など充実したコレクション展を鑑賞。天候が良ければ宍道湖の夕日（日本の夕陽百選）が望めます。
安来市の足立美術館では秋季特別展「改元記念　名画でふり返る　明治・大正・昭和の日本画」や「秋の横
山大観コレクション選」が開催され、大観の「無我」「紅葉」などが展示されます。岡山県の奈義町現代美術館
では、世界的建築家・磯崎新さん設計の建物と一体になった現代アート作家たちの作品を鑑賞します。

食事 朝食：2回、昼食：2回（3日目は自由昼食）、夕食：0回（1・2日目とも自由夕食）

宿泊 ①広島市・広島ワシントンホテル（1名～2名1室）　②松江市・ホテルルートイン松江（1名～2名1室）
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 横山大観「無我」（明治30年）足立美術館（島根県安来市）所蔵

出 発 日 旅行代金

大阪・梅田8時発＝◎岡山県笠岡市・竹喬美術館（鑑賞）＝◎広島市・広島県立美術館（鑑賞）＝広島市（泊）

＝◎広島市・ひろしま美術館（鑑賞）＝◎広島県廿日市市・ウッドワン美術館（鑑賞）＝◎島根県松江市・島
根県立美術館（鑑賞）＝松江市（泊）

＝◎島根県安来市・足立美術館（鑑賞）＝◎岡山県奈義町・奈義町現代美術館（鑑賞）＝梅田18時ごろ着

1

2

3

岡山・広島・島根

54,800円
59,800円

11月12日（火）
1名1室

2名1室

4065 浜離宮恩賜庭園、旧古河庭園、六義園、清澄庭園、小石川後楽園 2日間

東京の名庭園をめぐる
　東京は、江戸時代に将軍家や大名が多数の庭園を造り、明治以降も政府や皇族・
華族、財閥などがそれらを改修維持し、また新たに築庭した結果、魅力的な庭園が
非常に多い都市です。広い敷地の池泉回遊式庭園が主流で、洋風庭園も見られま
す。今回は、将軍家から皇室に引き継がれた浜離宮恩賜庭園、大正の財閥庭園で
西洋庭園と七代目小川治兵衛作の日本庭園を備える旧古河庭園、江戸中期に柳沢
吉保が造り明治に三菱の岩崎弥太郎の別荘となった六義園、やはり岩崎弥太郎が
造った清澄庭園、御三家の水戸徳川家の庭だった小石川後楽園を、貸切バスでめ
ぐります。宿泊は池袋のサンシャインシティプリンスホテルです。

食事 朝食：1回、昼食：1回（2日目に人形町今半のちょっとぜいたくな弁当）、夕食：0回
※2日目午前に旧古河庭園の洋館で喫茶

貸切バス会社名　国際興業バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

JR新大阪駅8時43分発─（ひかり460号）─JR京都駅8時59分（乗車可）
─JR名古屋駅9時37分（乗車可）─JR東京駅…（自由昼食）…東京駅八重
洲中央口12時50分（合流可）＝○六義園（鑑賞）＝○清澄庭園（鑑賞）＝池
袋（泊）

＝◎旧古河庭園（鑑賞・洋館見学・喫茶）＝○小石川後楽園（鑑賞）＝○浜離
宮恩賜庭園（鑑賞）＝JR東京駅16時33分発─（ひかり521号）─JR名古
屋駅18時17分（下車可）─JR京都駅19時11分（下車可）─JR新大阪駅
19時26分着

1

2

東京

浜離宮恩賜庭園浜離宮恩賜庭園

68,800円
64,800円

10月28日（月）

2名1室

1名1室

新大阪駅・京都駅・名古屋駅発着

46,800円
42,800円2名1室

1名1室

29,800円宿泊なし

東京駅で合流離団　

美 術 館 め ぐ り美 術 館 め ぐ り
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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。

史跡を訪ねる旅・日本再発見の旅

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新上五島町・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

2020年4月13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

旧野首教会旧野首教会

浜脇教会浜脇教会

旧五輪教会 チャーター船旧五輪教会 チャーター船

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旧野首教会 祭壇旧野首教会 祭壇

4485 もう1度訪ねてみたい上五島の全ての教会 4日間

小値賀・宇久島・野崎島と
上五島の29の教会巡礼

おじ か

　小値賀島や宇久島周辺の5島と上五島の島々 6島の全11島と上五島の教会
群29教会を全て網羅したスペシャルツアーです。また12月は上五島の教会に、
夕闇が迫る頃、クリスマス・イルミネーションで飾られた教会群がより一層の旅情
を楽しませてくれます。

歩行 ①2km：約1時間　②3km：約1時間　
③3km：約1時間

食事 朝食：3回、昼食：3回、夕食：3回

宿泊 ①シーサイドホテル藤蔵（和室）　
②ホテルマリンピア（洋室）
③前川荘、または清水荘（和室）

※島内はタクシーの分乗になります。

出 発 日 旅行代金

神戸または伊丹空港（午前）発→長崎空港＝佐世保港～＜高速艇＞～小値
賀港＝小値賀教会と小値賀、黒島、斑島・玉石鼻、長崎鼻、唐見崎、赤浜海岸
などの島内見学＝小値賀港～＜高速艇＞～宇久島港…宇久平地区（泊）

＝宇久島、島内一周（対馬瀬、牧崎、長崎鼻草原他）＝宇久平港～（貸切
チャータークルーズ）～六島：上陸散策（約30分）～野崎港…世界遺産：旧野
首教会の見学と散策（約2時間）港～津和崎港＝津和崎灯台＝米山教会＝仲
知教会＝赤浪江教会＝江袋教会＝小瀬良教会＝大水教会＝曽根崎教会＝青
砂ケ浦天主堂＝冷水教会＝有川地区（泊）
＝鯛ノ浦教会＝世界遺産：頭ケ島天主堂＝丸尾教会＝青方教会＝大曽教会＝跡
次教会＝焼崎教会＝猪ノ浦教会＝真手ノ浦教会＝佐野原教会＝船隠教会＝浜串
教会＝希望の聖母像＝中ノ浦教会＝若松大浦教会＝土井ノ浦教会＝若松島（泊）
＝有福教会＝日島（日島曲古墓群）＝大平教会＝桐教会＝奈良尾神社（あ
こうの巨樹）＝福見教会＝高井旅教会＝奈良尾港～＜九州商船フェリー
＞～長崎港…大波止＝シャトルバス＝長崎空港→神戸又は伊丹空港19
～20時ごろ着

1

2

3

4

長崎

148,000円
158,000円

12月17日（火）
1名1室

2名1室

海上タクシーと宇久島海上タクシーと宇久島

江上天主堂江上天主堂

桐教会前の入江と漁船桐教会前の入江と漁船野崎島港と平戸島野崎島港と平戸島 蝙蝠天上の野首教会蝙蝠天上の野首教会

若松大橋若松大橋若松港と集落若松港と集落

朝日と旧野首教会シルエット朝日と旧野首教会シルエット
青砂ヶ浦のマリア像青砂ヶ浦のマリア像 中ノ浦教会中ノ浦教会 大曽教会大曽教会

◆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。

芸術・文化にふれる旅　特別拝観

4199 世界遺産の高野山と見事な菊花 日帰り

特別公開の高野山霊宝館と
日本一の菊花

　高野山霊宝館は、高野山内の貴重な文化遺産を保存展観する施設として開設
され登録有形文化財として指定。普段は公開されていない高野山内に伝わる密
教法具や絵画などが特別展示されます。世界遺産の高野山、弘法大師の御廟「奥
の院」を参拝いたします。
　国華園では「第36回 日本菊花全国大会」が開催され約30万本の菊が咲き競
い、日本一の菊花が決定。息を呑むような見事な美しい菊花を堪能します。

食事 昼食：1回　高野山・一ノ橋観光センター（精進花づくし）

国華園でチューリップの球根お土産付
国華園の売店で使える500円お買い物クーポン付

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

7,900円11月7日（木）・8日（金）
大阪・梅田8時発＝〇高野山・奥の院（世界遺産。樹齢数百年超える巨木が連なる
参道を通り弘法大師の御廟へ）＝◎霊宝館（秋季企画展「祈りのかたち―密教法
具の世界―」を観覧）＝◎国華園（「第36回 日本菊花全国大会」出展作品を見
学。野菜や球根などのお買い物）＝梅田18時30分ごろ着

4300 貴重な寺宝を特別公開 2日間

金沢寺町寺院群の文化財特別公開
　金沢寺町寺院群の9ケ寺が2日間、貴重な文化財、寺宝を特別公開いたしま
す。金沢駅前のホテルに宿泊し、ゆっくりと寺院群を訪ねます。

食事 朝食：1回　昼食：0回　夕食：0回

宿泊 ホテルマイステイプレミア金沢（洋室）

出 発 日 旅行代金

JR大阪駅－（特急）－JR金沢駅＝（タクシー）＝寺町寺院群・◎雨宝院（雨宝
童子立像）…◎西方寺（前田利家公六女菊姫 肖像画、修復後初公開）…◎
浄安寺（寄木造り阿弥陀如来坐像、八臂弁財天）…◎承証寺（板絵彩色萩に
兎図板戸）…◎眞長寺（准胝観音像御開帳）…◎大蓮寺（平等院鳳凰堂屏
風）＝（タクシー）＝金沢市（泊）

（午前中自由行動）＝（タクシー）＝寺町寺院群・◎長久寺（西国伝来の仏画
伏見寺）…◎伏見寺（銅造阿弥陀如来坐像、木造不動明王坐像、涅槃図）…
◎妙法寺（涅槃図、円智院妙浄法尼画像複製）＝（タクシー）＝JR金沢駅－
JR大阪駅19時ごろ着

1

2

石川

和歌山・大阪

寄木造り阿弥陀如来坐像寄木造り阿弥陀如来坐像

平等院鳳凰堂図屏風平等院鳳凰堂図屏風

特作4衆議院議員遠藤賞　渡邉誠特作4衆議院議員遠藤賞　渡邉誠

高野山奥の院参道高野山奥の院参道

41,800円11月23日（土） 1名1室

精進花づくし冬精進花づくし冬
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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。

史跡を訪ねる旅・日本再発見の旅

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新上五島町・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

2020年4月13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

旧野首教会旧野首教会

浜脇教会浜脇教会

旧五輪教会 チャーター船旧五輪教会 チャーター船

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旧野首教会 祭壇旧野首教会 祭壇

4485 もう1度訪ねてみたい上五島の全ての教会 4日間

小値賀・宇久島・野崎島と
上五島の29の教会巡礼

おじ か

　小値賀島や宇久島周辺の5島と上五島の島々 6島の全11島と上五島の教会
群29教会を全て網羅したスペシャルツアーです。また12月は上五島の教会に、
夕闇が迫る頃、クリスマス・イルミネーションで飾られた教会群がより一層の旅情
を楽しませてくれます。

歩行 ①2km：約1時間　②3km：約1時間　
③3km：約1時間

食事 朝食：3回、昼食：3回、夕食：3回

宿泊 ①シーサイドホテル藤蔵（和室）　
②ホテルマリンピア（洋室）
③前川荘、または清水荘（和室）

※島内はタクシーの分乗になります。

出 発 日 旅行代金

神戸または伊丹空港（午前）発→長崎空港＝佐世保港～＜高速艇＞～小値
賀港＝小値賀教会と小値賀、黒島、斑島・玉石鼻、長崎鼻、唐見崎、赤浜海岸
などの島内見学＝小値賀港～＜高速艇＞～宇久島港…宇久平地区（泊）

＝宇久島、島内一周（対馬瀬、牧崎、長崎鼻草原他）＝宇久平港～（貸切
チャータークルーズ）～六島：上陸散策（約30分）～野崎港…世界遺産：旧野
首教会の見学と散策（約2時間）港～津和崎港＝津和崎灯台＝米山教会＝仲
知教会＝赤浪江教会＝江袋教会＝小瀬良教会＝大水教会＝曽根崎教会＝青
砂ケ浦天主堂＝冷水教会＝有川地区（泊）
＝鯛ノ浦教会＝世界遺産：頭ケ島天主堂＝丸尾教会＝青方教会＝大曽教会＝跡
次教会＝焼崎教会＝猪ノ浦教会＝真手ノ浦教会＝佐野原教会＝船隠教会＝浜串
教会＝希望の聖母像＝中ノ浦教会＝若松大浦教会＝土井ノ浦教会＝若松島（泊）
＝有福教会＝日島（日島曲古墓群）＝大平教会＝桐教会＝奈良尾神社（あ
こうの巨樹）＝福見教会＝高井旅教会＝奈良尾港～＜九州商船フェリー
＞～長崎港…大波止＝シャトルバス＝長崎空港→神戸又は伊丹空港19
～20時ごろ着

1

2

3

4

長崎

148,000円
158,000円

12月17日（火）
1名1室

2名1室

海上タクシーと宇久島海上タクシーと宇久島

江上天主堂江上天主堂

桐教会前の入江と漁船桐教会前の入江と漁船野崎島港と平戸島野崎島港と平戸島 蝙蝠天上の野首教会蝙蝠天上の野首教会

若松大橋若松大橋若松港と集落若松港と集落

朝日と旧野首教会シルエット朝日と旧野首教会シルエット
青砂ヶ浦のマリア像青砂ヶ浦のマリア像 中ノ浦教会中ノ浦教会 大曽教会大曽教会

◆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。

芸術・文化にふれる旅　特別拝観

4199 世界遺産の高野山と見事な菊花 日帰り

特別公開の高野山霊宝館と
日本一の菊花

　高野山霊宝館は、高野山内の貴重な文化遺産を保存展観する施設として開設
され登録有形文化財として指定。普段は公開されていない高野山内に伝わる密
教法具や絵画などが特別展示されます。世界遺産の高野山、弘法大師の御廟「奥
の院」を参拝いたします。
　国華園では「第36回 日本菊花全国大会」が開催され約30万本の菊が咲き競
い、日本一の菊花が決定。息を呑むような見事な美しい菊花を堪能します。

食事 昼食：1回　高野山・一ノ橋観光センター（精進花づくし）

国華園でチューリップの球根お土産付
国華園の売店で使える500円お買い物クーポン付

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

7,900円11月7日（木）・8日（金）
大阪・梅田8時発＝〇高野山・奥の院（世界遺産。樹齢数百年超える巨木が連なる
参道を通り弘法大師の御廟へ）＝◎霊宝館（秋季企画展「祈りのかたち―密教法
具の世界―」を観覧）＝◎国華園（「第36回 日本菊花全国大会」出展作品を見
学。野菜や球根などのお買い物）＝梅田18時30分ごろ着

4300 貴重な寺宝を特別公開 2日間

金沢寺町寺院群の文化財特別公開
　金沢寺町寺院群の9ケ寺が2日間、貴重な文化財、寺宝を特別公開いたしま
す。金沢駅前のホテルに宿泊し、ゆっくりと寺院群を訪ねます。

食事 朝食：1回　昼食：0回　夕食：0回

宿泊 ホテルマイステイプレミア金沢（洋室）

出 発 日 旅行代金

JR大阪駅－（特急）－JR金沢駅＝（タクシー）＝寺町寺院群・◎雨宝院（雨宝
童子立像）…◎西方寺（前田利家公六女菊姫 肖像画、修復後初公開）…◎
浄安寺（寄木造り阿弥陀如来坐像、八臂弁財天）…◎承証寺（板絵彩色萩に
兎図板戸）…◎眞長寺（准胝観音像御開帳）…◎大蓮寺（平等院鳳凰堂屏
風）＝（タクシー）＝金沢市（泊）

（午前中自由行動）＝（タクシー）＝寺町寺院群・◎長久寺（西国伝来の仏画
伏見寺）…◎伏見寺（銅造阿弥陀如来坐像、木造不動明王坐像、涅槃図）…
◎妙法寺（涅槃図、円智院妙浄法尼画像複製）＝（タクシー）＝JR金沢駅－
JR大阪駅19時ごろ着

1

2

石川

和歌山・大阪

寄木造り阿弥陀如来坐像寄木造り阿弥陀如来坐像

平等院鳳凰堂図屏風平等院鳳凰堂図屏風

特作4衆議院議員遠藤賞　渡邉誠特作4衆議院議員遠藤賞　渡邉誠

高野山奥の院参道高野山奥の院参道

41,800円11月23日（土） 1名1室

精進花づくし冬精進花づくし冬
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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。

4053 日帰り

第2回　八軒家浜（天満橋）から
大川クルーズと中之島一周

　大川の八軒家浜船着場（京阪天満橋駅北側）から船に乗り、天満と桜ノ宮の
間の大川を上下した後、中央公会堂、中之島図書館、日銀大阪支店などの近代
名建築を水上から見学。天満橋、天神橋、難波橋、淀屋橋などをくぐります。昼
食は天満橋（島町1丁目）のイタリア料理レストラン「イル　ピアット」でランチ
コースです。

食事 昼食：1回（イタリア料理レストラン「イル　ピアット」でランチコース）

出 発 日 旅行代金

15,800円10月25日（金）

八軒家浜船着場10時発～＜貸し切りぽんぽん船（トイレ付き）＞～大川（天満と桜
ノ宮の景観を眺望）～堂島川・土佐堀川（中央公会堂、中之島図書館、日銀大阪支
店などの近代名建築や天満橋、天神橋、難波橋、淀屋橋などを水上から見学）～八
軒家浜船着場着…天満橋（島町1丁目）のイタリア料理レストラン「イル　ピアッ
ト」（昼食）…14時30分ごろ解散（京阪・大阪メトロ天満橋駅まで徒歩5分）

大阪

中之島と土佐堀川中之島と土佐堀川

4054 日帰り

第3回　八軒家浜から土佐堀川･木津川･
道頓堀川･東横堀川をめぐる
　大川の八軒家浜船着場（京阪天満橋駅北側）から船に乗り、土佐堀川、木津川
から道頓堀川、東横堀川へと大阪の中心部を一周するクルーズです。八軒家浜
に戻った後、天満橋・ＯＭＭビル21階の「樂待庵」で会席風弁当の昼食をお召し
上がりください。

食事 昼食：1回（日本料理「樂待庵」で会席風弁当）

出 発 日 旅行代金

15,800円11月22日（金）

八軒家浜船着場10時発～＜貸し切りぽんぽん船（トイレ付き）＞～土佐堀川・木津
川・道頓堀川・東横堀川（明治の元勲が大阪会議を開いた料亭「花外楼」、旧大阪
府庁、江之子島跡、立売堀川河口跡や道頓堀川、東横堀川に架かるたくさんの橋
を船から見学）～八軒家浜着…ＯＭＭビル21階の日本料理「樂待庵」（昼食）…14
時30分ごろ解散（京阪・大阪メトロ天満橋駅まで徒歩5分）

大阪

道頓堀川道頓堀川

一本松汽船のぽんぽん船一本松汽船のぽんぽん船

　毎日新聞朝刊大阪版連載「わが町にも歴史あり」でお
なじみの「大阪案内人」西俣稔さんが古地図を片手にご
案内します。西俣さんの分かりやすく楽しいお話を聴け
ば、見慣れた街角の、普段は気付かない豊かな歴史が浮
かび上がり、大阪の魅力を再発見できることでしょう。
　今秋は一本松汽船の貸し切り観光ぽんぽん船に乗っ
て大阪の川や運河を巡り、水上から大阪の街を探訪して
います。10月は「八軒家浜（天満）から大川クルーズと中
之島一周」、11月は「八軒家浜から土佐堀川・木津川・道
頓堀川・東横堀川をめぐる」です。

　毎日新聞朝刊の大阪版で10年以上にわたって連載されている人気シ
リーズ「わが町にも歴史あり」（坂田記念ジャーナリズム賞受賞）に筆者の松
井宏員記者のパートナーとして登場し、大阪各所の知られざる歴史や市井
の人々の物語、地名の由来などを解説。少しでも多くの人に大阪を正しく
知ってもらうための町歩きガイド、講演、原稿執筆なども行っている。

西俣 稔さん（大阪案内人）

古地図を携え「なにわ」探訪　船でめぐる水都大阪

◆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。

令和改元記念の旅

4064 雨晴海岸、勝興寺、高志の国文学館、高岡市万葉歴史館 2日間

中西進先生特別講演と
越中富山・高岡の万葉集ゆかりの地
　元号「令和」の考案者といわれ、万葉集研究の第一人者である中西進先生（富
山県立高志の国文学館館長）の、万葉集と越中、令和をテーマとする特別講演を
富山市で聴き、越中（富山県）の万葉集ゆかりの地を訪ねます。
　越中は、万葉集の主要な編纂者とされる大伴家持（おおとものやかもち）が奈
良時代に国守（長官）を務めた国。家持は万葉集全4516首のうち473首を詠ん
でいる万葉最大の歌人で、中でも越中時代の歌が223首を占めます。彼の部下
や地元の人々が詠んだ歌も合わせた「越中万葉歌」は337首に上り、万葉集全体
の中で大きな存在感を示しています。
　ツアーでは、万葉集を展示テーマとする高志の国文学館と高岡市万葉歴史館
を見学し、家持赴任当時の越中国府があった勝興寺、家持が建立した放生津八
幡宮、家持が富山湾の海岸美と立山連峰の景観を絶賛した雨晴海岸などゆかり
の地を訪問。「令和」の意味を考え、万葉の時代をしのびます。

食事 朝食：1回、昼食：1回（1日目に高志の国文学館内のフレンチレストラン「シェ　ヨシ」
で富山県の新品種米「ふふふ（富富富）」を使ったリゾットなど）、夕食：1回
（ANAクラウンプラザ富山で富山県産の新鮮食材を使ったフルコース「特別
ディナー」）

宿泊 富山市・ANAクラウンプラザ富山（1名～2名1室）
貸切バス会社名　中部観光バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

JR大阪駅8時40分発─（サンダーバード9号）─JR新大阪駅8時44分（乗
車可）─JR京都駅9時9分（乗車可）─JR金沢駅（乗り換え）─（北陸新幹線
つるぎ708号）─JR富山駅＝＜タクシー＞＝ANAクラウンプラザ富山（荷
物預け）…◎高志の国文学館（解説付き見学、館内のフレンチレストランで
昼食）…○富山城址公園（地元ガイドの案内で散策）…ANAクラウンプラザ
富山…中西進先生の特別講演（聴講）…ホテルで「特別ディナー」の夕食と
郷土芸能「こきりこ踊り」鑑賞（泊）

＝◎高岡市万葉歴史館（解説付き見学）＝◎勝興寺（奈良時代の越中国府所
在地、大伴家持の歌碑、解説付き拝観）＝氷見漁港場外市場・ひみ番屋街
（自由昼食と買い物）＝○藤波神社（家持が境内の藤を歌にした）＝○雨晴海
岸（家持が富山湾の海岸美と立山連峰の景観を歌にした）＝○放生津八幡
宮（家持が建立）＝○瑞龍寺（富山県唯一の国宝。壮大な伽藍）＝JR新高岡
駅15時45分発─（北陸新幹線はくたか565号）─JR金沢駅（乗り換え）─
（サンダーバード38号）─JR京都駅19時9分（下車可）─JR新大阪駅19
時33分（下車可）─JR大阪駅19時38分着

1

2

富山

49,800円12月1日（日） 1名～2名1室

　日本文学者、（一社）日本学基金理事長。アジ
ア文化と万葉集の比較研究で知られ、2004年
文化功労者、2013年文化勲章受章。他に菊池
寛賞、和辻哲郎文化賞など多数。1994年歌会
始召人。国際日本文化研究センター教授、東ア
ジア比較文化国際会議会長など歴任。プリンス
トン大学やトロント大学の客員教授、インド・
ナーランダ大学の賢人会議・理事会メンバー
も務めた。

中西　進さん

越中国守大伴家持が景観を絶賛した雨晴海岸（画像提供：高岡市）越中国守大伴家持が景観を絶賛した雨晴海岸（画像提供：高岡市）

越中国府跡に建つ勝興寺の唐門（画像提供：高岡市）越中国府跡に建つ勝興寺の唐門（画像提供：高岡市）

富山県唯一の国宝、瑞龍寺（画像提供：高岡市）富山県唯一の国宝、瑞龍寺（画像提供：高岡市）

富山城（画像提供：富山市観光協会）富山城（画像提供：富山市観光協会）
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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。

4053 日帰り

第2回　八軒家浜（天満橋）から
大川クルーズと中之島一周

　大川の八軒家浜船着場（京阪天満橋駅北側）から船に乗り、天満と桜ノ宮の
間の大川を上下した後、中央公会堂、中之島図書館、日銀大阪支店などの近代
名建築を水上から見学。天満橋、天神橋、難波橋、淀屋橋などをくぐります。昼
食は天満橋（島町1丁目）のイタリア料理レストラン「イル　ピアット」でランチ
コースです。

食事 昼食：1回（イタリア料理レストラン「イル　ピアット」でランチコース）

出 発 日 旅行代金

15,800円10月25日（金）

八軒家浜船着場10時発～＜貸し切りぽんぽん船（トイレ付き）＞～大川（天満と桜
ノ宮の景観を眺望）～堂島川・土佐堀川（中央公会堂、中之島図書館、日銀大阪支
店などの近代名建築や天満橋、天神橋、難波橋、淀屋橋などを水上から見学）～八
軒家浜船着場着…天満橋（島町1丁目）のイタリア料理レストラン「イル　ピアッ
ト」（昼食）…14時30分ごろ解散（京阪・大阪メトロ天満橋駅まで徒歩5分）

大阪

中之島と土佐堀川中之島と土佐堀川

4054 日帰り

第3回　八軒家浜から土佐堀川･木津川･
道頓堀川･東横堀川をめぐる
　大川の八軒家浜船着場（京阪天満橋駅北側）から船に乗り、土佐堀川、木津川
から道頓堀川、東横堀川へと大阪の中心部を一周するクルーズです。八軒家浜
に戻った後、天満橋・ＯＭＭビル21階の「樂待庵」で会席風弁当の昼食をお召し
上がりください。

食事 昼食：1回（日本料理「樂待庵」で会席風弁当）

出 発 日 旅行代金

15,800円11月22日（金）

八軒家浜船着場10時発～＜貸し切りぽんぽん船（トイレ付き）＞～土佐堀川・木津
川・道頓堀川・東横堀川（明治の元勲が大阪会議を開いた料亭「花外楼」、旧大阪
府庁、江之子島跡、立売堀川河口跡や道頓堀川、東横堀川に架かるたくさんの橋
を船から見学）～八軒家浜着…ＯＭＭビル21階の日本料理「樂待庵」（昼食）…14
時30分ごろ解散（京阪・大阪メトロ天満橋駅まで徒歩5分）

大阪

道頓堀川道頓堀川

一本松汽船のぽんぽん船一本松汽船のぽんぽん船

　毎日新聞朝刊大阪版連載「わが町にも歴史あり」でお
なじみの「大阪案内人」西俣稔さんが古地図を片手にご
案内します。西俣さんの分かりやすく楽しいお話を聴け
ば、見慣れた街角の、普段は気付かない豊かな歴史が浮
かび上がり、大阪の魅力を再発見できることでしょう。
　今秋は一本松汽船の貸し切り観光ぽんぽん船に乗っ
て大阪の川や運河を巡り、水上から大阪の街を探訪して
います。10月は「八軒家浜（天満）から大川クルーズと中
之島一周」、11月は「八軒家浜から土佐堀川・木津川・道
頓堀川・東横堀川をめぐる」です。

　毎日新聞朝刊の大阪版で10年以上にわたって連載されている人気シ
リーズ「わが町にも歴史あり」（坂田記念ジャーナリズム賞受賞）に筆者の松
井宏員記者のパートナーとして登場し、大阪各所の知られざる歴史や市井
の人々の物語、地名の由来などを解説。少しでも多くの人に大阪を正しく
知ってもらうための町歩きガイド、講演、原稿執筆なども行っている。

西俣 稔さん（大阪案内人）

古地図を携え「なにわ」探訪　船でめぐる水都大阪

◆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。

令和改元記念の旅

4064 雨晴海岸、勝興寺、高志の国文学館、高岡市万葉歴史館 2日間

中西進先生特別講演と
越中富山・高岡の万葉集ゆかりの地
　元号「令和」の考案者といわれ、万葉集研究の第一人者である中西進先生（富
山県立高志の国文学館館長）の、万葉集と越中、令和をテーマとする特別講演を
富山市で聴き、越中（富山県）の万葉集ゆかりの地を訪ねます。
　越中は、万葉集の主要な編纂者とされる大伴家持（おおとものやかもち）が奈
良時代に国守（長官）を務めた国。家持は万葉集全4516首のうち473首を詠ん
でいる万葉最大の歌人で、中でも越中時代の歌が223首を占めます。彼の部下
や地元の人々が詠んだ歌も合わせた「越中万葉歌」は337首に上り、万葉集全体
の中で大きな存在感を示しています。
　ツアーでは、万葉集を展示テーマとする高志の国文学館と高岡市万葉歴史館
を見学し、家持赴任当時の越中国府があった勝興寺、家持が建立した放生津八
幡宮、家持が富山湾の海岸美と立山連峰の景観を絶賛した雨晴海岸などゆかり
の地を訪問。「令和」の意味を考え、万葉の時代をしのびます。

食事 朝食：1回、昼食：1回（1日目に高志の国文学館内のフレンチレストラン「シェ　ヨシ」
で富山県の新品種米「ふふふ（富富富）」を使ったリゾットなど）、夕食：1回
（ANAクラウンプラザ富山で富山県産の新鮮食材を使ったフルコース「特別
ディナー」）

宿泊 富山市・ANAクラウンプラザ富山（1名～2名1室）
貸切バス会社名　中部観光バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

JR大阪駅8時40分発─（サンダーバード9号）─JR新大阪駅8時44分（乗
車可）─JR京都駅9時9分（乗車可）─JR金沢駅（乗り換え）─（北陸新幹線
つるぎ708号）─JR富山駅＝＜タクシー＞＝ANAクラウンプラザ富山（荷
物預け）…◎高志の国文学館（解説付き見学、館内のフレンチレストランで
昼食）…○富山城址公園（地元ガイドの案内で散策）…ANAクラウンプラザ
富山…中西進先生の特別講演（聴講）…ホテルで「特別ディナー」の夕食と
郷土芸能「こきりこ踊り」鑑賞（泊）

＝◎高岡市万葉歴史館（解説付き見学）＝◎勝興寺（奈良時代の越中国府所
在地、大伴家持の歌碑、解説付き拝観）＝氷見漁港場外市場・ひみ番屋街
（自由昼食と買い物）＝○藤波神社（家持が境内の藤を歌にした）＝○雨晴海
岸（家持が富山湾の海岸美と立山連峰の景観を歌にした）＝○放生津八幡
宮（家持が建立）＝○瑞龍寺（富山県唯一の国宝。壮大な伽藍）＝JR新高岡
駅15時45分発─（北陸新幹線はくたか565号）─JR金沢駅（乗り換え）─
（サンダーバード38号）─JR京都駅19時9分（下車可）─JR新大阪駅19
時33分（下車可）─JR大阪駅19時38分着

1

2

富山

49,800円12月1日（日） 1名～2名1室

　日本文学者、（一社）日本学基金理事長。アジ
ア文化と万葉集の比較研究で知られ、2004年
文化功労者、2013年文化勲章受章。他に菊池
寛賞、和辻哲郎文化賞など多数。1994年歌会
始召人。国際日本文化研究センター教授、東ア
ジア比較文化国際会議会長など歴任。プリンス
トン大学やトロント大学の客員教授、インド・
ナーランダ大学の賢人会議・理事会メンバー
も務めた。

中西　進さん

越中国守大伴家持が景観を絶賛した雨晴海岸（画像提供：高岡市）越中国守大伴家持が景観を絶賛した雨晴海岸（画像提供：高岡市）

越中国府跡に建つ勝興寺の唐門（画像提供：高岡市）越中国府跡に建つ勝興寺の唐門（画像提供：高岡市）

富山県唯一の国宝、瑞龍寺（画像提供：高岡市）富山県唯一の国宝、瑞龍寺（画像提供：高岡市）

富山城（画像提供：富山市観光協会）富山城（画像提供：富山市観光協会）
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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。

フェリーで行く九州・初詣で

4173 フェリーで行く九州の初詣で 3日間

八幡総本宮の宇佐神宮と別府温泉・臼杵の石仏

　宇佐神宮は全国に約４万
6000社ある八幡様の総本
宮です。全国でも珍しい参拝
方法の「二礼、四拍手、一礼」
の出雲大社と同じ作法で初
詣でいたします。また日本有
数の別府温泉に入浴。表情
豊かな国宝の臼杵の石仏群
も訪ねます。

食事 朝食：0回　昼食：1回　夕食：0回

貸切バス会社名　つくしの観光バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

26,800円12月31日（月）
大阪南港17時発～（名門大洋フェリー・2等洋室）～

新門司港＝〇宇佐神宮（初詣で）＝別府温泉（入浴）＝◎臼杵の石仏（平成7年に
磨崖仏では全国初の国宝に指定）＝新門司港～（名門大洋フェリー・2等洋室）～
～大阪南港5時30分着

1

2

3

大分

4301 古都大和の聖地の神々を訪ねて 日帰り

古代の都、奈良の古社を初詣で

食事 昼食：1回　多武峰観光ホテル（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

9,800円1月４（土）
大阪・梅田8時30分発＝○石上神宮（古代豪族物部氏の総氏神、国宝の拝殿）＝○
談山神社（藤原鎌足を祀る。現存する最古の木造十三重の塔）＝○大神神社（大和
之国の一の宮、本殿は設けず三鳥居を通してご神体山の三輪山を拝します）…○
狭井神社（大神神社の摂社、神水の井戸）＝○葛城一言主神社（一言（いちごん）さ
んと呼ばれ、一言の願いを叶えてくれると信じられている）＝梅田18時ごろ着

奈良

臼杵の石仏臼杵の石仏

2等洋室利用

宇佐神宮　写真提供(公社)ツーリズムおおいた宇佐神宮　写真提供(公社)ツーリズムおおいた

4302 京のご利益のある古社を初詣で 日帰り

新春に願いを込めて京の初詣で

　京都のご利益のある古社を
めぐります。良縁、厄除けなど願
いを込めて新年に参拝します。
パワースポットの社や世界文化
遺産の上賀茂神社などを巡り
ます。

食事 昼食：1回　貴船　㐂らく（山里湯豆腐御膳）
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1月5日（日）
大阪・梅田8時30分発＝京都・近鉄竹田駅前（乗車可）＝○安井金毘羅宮（悪縁
を切り良縁をむすぶ）＝○晴明神社（陰陽師、安倍晴明公を祀る。魔除け、厄除け
にご利益がある）＝○貴船神社（縁結びのパワースポット）＝○上賀茂神社（世界
文化遺産・山城国一宮、京都でも最古の神社のひとつ）＝梅田18時30分ごろ着

京都

晴明公像晴明公像

晴明神社晴明神社

4415 フェリーで行く九州の初詣で 3日間

新春・フェリーで宮崎三社詣

　太平洋の荒波が打ち寄せ
る断崖の洞窟に鎮座する鵜
戸（うど）神宮と国の天然記
念物青島を見守る青島神社。
神武天皇とその両親をお祀
りし宮崎の宮跡地に鎮座す
る宮崎神宮を初詣でします。

食事 朝食：0回　昼食：1回　夕食：0回

貸切バス会社名　永峰観光バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

22,800円1月５日（日）

神戸三宮フェリーターミナル18時発～（宮崎カーフェリー・2等室）～

宮崎港＝〇鵜戸神宮（絶壁に囲まれた縁結びの神）＝〇青島神社（日向七
福神の一つ）＝〇宮崎神宮（神武天皇を祀る古社、清楚な社殿）＝宮崎港～
（宮崎カーフェリー・2等室）～
神戸三宮フェリーターミナル7時30分着

1

2

3

宮崎

鵜戸神宮の亀石鵜戸神宮の亀石

2等寝台利用
19,800円2等室利用

鵜戸神宮鵜戸神宮

　日本最古の神祭りの様
を伝える大神神社。藤原鎌
足と中大兄皇子が密談を
交わした談山神社。どのよ
うな願いでも一言だけ叶え
てくれると信じられている
葛城一言主神社など奈良
の古社を初詣で。一言主神社　写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー一言主神社　写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

三輪山　写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー三輪山　写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

◆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。

　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。

ノルディック健康ウオーク

1654

東郷湖畔・湯っくり忘年ハイク 鳥取

東郷湖東郷湖

水明荘水明荘

砂の彫刻作品（砂で世界旅行・南アジア編）砂の彫刻作品（砂で世界旅行・南アジア編）鳥取砂丘 砂の美術館鳥取砂丘 砂の美術館

食事 朝食：1回　昼食：2回　夕食：1回

宿泊 東郷温泉・水明荘（洋室・眺望無し）
歩行 ①4.5km／約1時間　②12km／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月12日（木）
※レンタルポール代1,000円増し

「山陰八景」に選ばれた東郷湖を歩く！カニ料理も満喫！ 2日間

　2019年のウオークの締めくくりは、東郷湖一周とカニコース料理！
　鳥取県の中部にある東郷湖は、鶴が翼を広げたような形をしていることから
「鶴の湖」の愛称で親しまれ、天女
が舞い降りた羽衣伝説が残ります。
　「山陰八景」の一つでもある風光
明媚な東郷湖を一周し、今年のウ
オークを締めくくりましょう！夕食は
東郷温泉のカニコース料理をお楽
しみください。また、ウオーク後は鳥
取砂丘・砂の美術館へもご案内し
ます。

大阪・梅田8時30分発＝鳥取＝湯梨浜町の潮風に吹かれる港町をウオーク＝
東郷温泉（泊）夕食は「カニコース」料理をご賞味！

ホテル…東郷湖一周ウオーク（臨海公園…出雲山展望台……ハワイゆ～タウン…
燕趙園…ホテル・入浴）＝◎鳥取砂丘・砂の美術館（世界初、「砂」を素材にした彫
刻作品を展示）＝梅田19時30分ごろ着

1

2

42,800円
44,800円1名1室

2名1室

1653

紅葉に染まる「るり渓」と
「京の奥座敷・亀岡」ハイク

京都

るり渓　鳴瀑るり渓　鳴瀑

出雲大神宮出雲大神宮

出雲大神宮出雲大神宮 るり渓　遊歩道るり渓　遊歩道

食事 昼食：1回

歩行 8.5㎞　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

出 発 日 旅行代金

12,800円11月19日（火）

大阪・梅田８時発＝亀岡市…出雲大神宮（丹波國一之宮）…丹波亀山城址（モミジ
やイチョウが見ごろ）＝るり渓（るり渓入り口…鳴瀑…通天湖）＝（入浴）＝梅田
19時ごろ着

※レンタルポール代500円増し

国の名勝に指定された府立自然公園を歩く 日帰り

　園部町の南西部にある「るり渓」は、国の名勝地に指定されている府立自然
公園です。
　ツアーでは約3㎞の区間の遊歩
道を歩き、滝や岩と両岸の紅葉の
コントラストを楽しみます。また亀岡
では、紅葉スポット2か所を歩き、出
雲大神宮では、黄色く染まったイ
チョウの巨木が期待できます。丹波
亀山城址は、モミジやイチョウがあ
り、隠れた紅葉の名所です。

12



◆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。

フェリーで行く九州・初詣で

4173 フェリーで行く九州の初詣で 3日間

八幡総本宮の宇佐神宮と別府温泉・臼杵の石仏

　宇佐神宮は全国に約４万
6000社ある八幡様の総本
宮です。全国でも珍しい参拝
方法の「二礼、四拍手、一礼」
の出雲大社と同じ作法で初
詣でいたします。また日本有
数の別府温泉に入浴。表情
豊かな国宝の臼杵の石仏群
も訪ねます。

食事 朝食：0回　昼食：1回　夕食：0回

貸切バス会社名　つくしの観光バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

26,800円12月31日（月）
大阪南港17時発～（名門大洋フェリー・2等洋室）～

新門司港＝〇宇佐神宮（初詣で）＝別府温泉（入浴）＝◎臼杵の石仏（平成7年に
磨崖仏では全国初の国宝に指定）＝新門司港～（名門大洋フェリー・2等洋室）～
～大阪南港5時30分着

1

2

3

大分

4301 古都大和の聖地の神々を訪ねて 日帰り

古代の都、奈良の古社を初詣で

食事 昼食：1回　多武峰観光ホテル（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

9,800円1月４（土）
大阪・梅田8時30分発＝○石上神宮（古代豪族物部氏の総氏神、国宝の拝殿）＝○
談山神社（藤原鎌足を祀る。現存する最古の木造十三重の塔）＝○大神神社（大和
之国の一の宮、本殿は設けず三鳥居を通してご神体山の三輪山を拝します）…○
狭井神社（大神神社の摂社、神水の井戸）＝○葛城一言主神社（一言（いちごん）さ
んと呼ばれ、一言の願いを叶えてくれると信じられている）＝梅田18時ごろ着

奈良

臼杵の石仏臼杵の石仏

2等洋室利用

宇佐神宮　写真提供(公社)ツーリズムおおいた宇佐神宮　写真提供(公社)ツーリズムおおいた

4302 京のご利益のある古社を初詣で 日帰り

新春に願いを込めて京の初詣で

　京都のご利益のある古社を
めぐります。良縁、厄除けなど願
いを込めて新年に参拝します。
パワースポットの社や世界文化
遺産の上賀茂神社などを巡り
ます。

食事 昼食：1回　貴船　㐂らく（山里湯豆腐御膳）
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1月5日（日）
大阪・梅田8時30分発＝京都・近鉄竹田駅前（乗車可）＝○安井金毘羅宮（悪縁
を切り良縁をむすぶ）＝○晴明神社（陰陽師、安倍晴明公を祀る。魔除け、厄除け
にご利益がある）＝○貴船神社（縁結びのパワースポット）＝○上賀茂神社（世界
文化遺産・山城国一宮、京都でも最古の神社のひとつ）＝梅田18時30分ごろ着

京都

晴明公像晴明公像

晴明神社晴明神社

4415 フェリーで行く九州の初詣で 3日間

新春・フェリーで宮崎三社詣

　太平洋の荒波が打ち寄せ
る断崖の洞窟に鎮座する鵜
戸（うど）神宮と国の天然記
念物青島を見守る青島神社。
神武天皇とその両親をお祀
りし宮崎の宮跡地に鎮座す
る宮崎神宮を初詣でします。

食事 朝食：0回　昼食：1回　夕食：0回

貸切バス会社名　永峰観光バスまたは同等クラス

出 発 日 旅行代金

22,800円1月５日（日）

神戸三宮フェリーターミナル18時発～（宮崎カーフェリー・2等室）～

宮崎港＝〇鵜戸神宮（絶壁に囲まれた縁結びの神）＝〇青島神社（日向七
福神の一つ）＝〇宮崎神宮（神武天皇を祀る古社、清楚な社殿）＝宮崎港～
（宮崎カーフェリー・2等室）～
神戸三宮フェリーターミナル7時30分着

1

2

3

宮崎

鵜戸神宮の亀石鵜戸神宮の亀石

2等寝台利用
19,800円2等室利用

鵜戸神宮鵜戸神宮

　日本最古の神祭りの様
を伝える大神神社。藤原鎌
足と中大兄皇子が密談を
交わした談山神社。どのよ
うな願いでも一言だけ叶え
てくれると信じられている
葛城一言主神社など奈良
の古社を初詣で。一言主神社　写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー一言主神社　写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

三輪山　写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー三輪山　写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

◆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。

　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。

ノルディック健康ウオーク

1654

東郷湖畔・湯っくり忘年ハイク 鳥取

東郷湖東郷湖

水明荘水明荘

砂の彫刻作品（砂で世界旅行・南アジア編）砂の彫刻作品（砂で世界旅行・南アジア編）鳥取砂丘 砂の美術館鳥取砂丘 砂の美術館

食事 朝食：1回　昼食：2回　夕食：1回

宿泊 東郷温泉・水明荘（洋室・眺望無し）
歩行 ①4.5km／約1時間　②12km／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月12日（木）
※レンタルポール代1,000円増し

「山陰八景」に選ばれた東郷湖を歩く！カニ料理も満喫！ 2日間

　2019年のウオークの締めくくりは、東郷湖一周とカニコース料理！
　鳥取県の中部にある東郷湖は、鶴が翼を広げたような形をしていることから
「鶴の湖」の愛称で親しまれ、天女
が舞い降りた羽衣伝説が残ります。
　「山陰八景」の一つでもある風光
明媚な東郷湖を一周し、今年のウ
オークを締めくくりましょう！夕食は
東郷温泉のカニコース料理をお楽
しみください。また、ウオーク後は鳥
取砂丘・砂の美術館へもご案内し
ます。

大阪・梅田8時30分発＝鳥取＝湯梨浜町の潮風に吹かれる港町をウオーク＝
東郷温泉（泊）夕食は「カニコース」料理をご賞味！

ホテル…東郷湖一周ウオーク（臨海公園…出雲山展望台……ハワイゆ～タウン…
燕趙園…ホテル・入浴）＝◎鳥取砂丘・砂の美術館（世界初、「砂」を素材にした彫
刻作品を展示）＝梅田19時30分ごろ着

1

2

42,800円
44,800円1名1室

2名1室

1653

紅葉に染まる「るり渓」と
「京の奥座敷・亀岡」ハイク

京都

るり渓　鳴瀑るり渓　鳴瀑

出雲大神宮出雲大神宮

出雲大神宮出雲大神宮 るり渓　遊歩道るり渓　遊歩道

食事 昼食：1回

歩行 8.5㎞　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

出 発 日 旅行代金

12,800円11月19日（火）

大阪・梅田８時発＝亀岡市…出雲大神宮（丹波國一之宮）…丹波亀山城址（モミジ
やイチョウが見ごろ）＝るり渓（るり渓入り口…鳴瀑…通天湖）＝（入浴）＝梅田
19時ごろ着

※レンタルポール代500円増し

国の名勝に指定された府立自然公園を歩く 日帰り

　園部町の南西部にある「るり渓」は、国の名勝地に指定されている府立自然
公園です。
　ツアーでは約3㎞の区間の遊歩
道を歩き、滝や岩と両岸の紅葉の
コントラストを楽しみます。また亀岡
では、紅葉スポット2か所を歩き、出
雲大神宮では、黄色く染まったイ
チョウの巨木が期待できます。丹波
亀山城址は、モミジやイチョウがあ
り、隠れた紅葉の名所です。
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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。

微笑みの国 ミャンマー周遊

【ミャンマー】 日間8
バガン遺跡群が、今年7月「世界文化遺産」に！

旅行番号 Ｃ0038 世界の歴史・遺跡を巡る旅

バガン遺跡群

　赤茶けた大地に無数のストゥーパ（仏塔）が林立する
「バガン遺跡群」！世界三大仏教遺跡の一つが、今年7月
「世界遺産」に登録されました。
　ツアーはバガン遺跡群に２連泊して遺跡をじっくりと見
学します。また日の出観賞を1回と夕日観賞を２回。ボート
に乗ってイラワジ川から見る夕日と、展望タワーから林立す
るバゴダの先に沈む荘厳な夕陽を観賞。アジアらしい情緒
あふれる風景は圧倒的で感動せずにはいられません！
　最後の王都マンダレーでは、僧院での粛々とした食事
の風景を見学。かつての栄華を偲ぶ旧王宮を訪ねます。
　ツアーのもう一つのハイライトは中部地方の標高
1,500mのシャン高原です！少数民の民家訪問や田園風景
が広がる懐かしい風
景を訪ねます。風光
明媚なインレー湖の
リゾートホテルで２
連泊するのも旅のポ
イントです。（太田）

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）

1日目 ヤンゴン サミット・ビューホテル

2・3日目 バガン ミャンマー・トレジャー・リゾート・バガン

4日目 マンダレー エーヤワディ・リバービュー・ホテル

5・6日目 インレー湖 ミャンマー・トレジャー・リゾート・インレー

１

２

３

４

５

６

７

８

関西空港から空路、ハノイで乗り換え、ミャンマーの首都ヤンゴンへ。
着後、ホテルへ。 【機・夕】　ヤンゴン（泊）
早朝、空路バガンへ。着後、○ニャウンウーの朝市を散策。バスでバガンへ。
午前、バガン遺跡を観光。
○タラバーゲート、◎シュエグジーパゴダ、◎タッビニュ寺院、最大級で最も美しい
といわれる◎アーナンダ寺院。
昼食後、ホテルにチェックイン。お部屋で休憩。
午後、バガン遺跡を観光。
◎マヌハー寺院、◎ナンパヤー寺院、◎グービャッジー寺院。
★イラワジ川をボートに乗って夕陽を観賞。
◆操り人形劇のディナーショー 【朝・昼・夕】　バガン（泊）

早朝、日の出を観賞。ホテルに戻り、朝食。
午前、バガン遺跡を観光。
◎シュエジーゴンパゴダ、◎ティロミンロー寺院、◎スラマニ寺院。
昼食後、お部屋で休憩。
午後、バマーケットや工房へ。
地元の人々の生活が垣間見える○ニャウンウーマーケット、◎アロドーピィ寺院、○
バガン特産品の漆塗細工工房。
◎展望タワーから大地に沈む絶景の夕陽を観賞。
◆市内のレストランで西洋料理の夕食。 【朝・昼・夕】　バガン（泊）

空路、マンダレーへ。市内へ行く途中、○ウーペイン橋を散策。
最後の王都、マンダレーを観光。
◎マハガンダヨン僧院で僧侶たちの食事風景を見学。◎マンダレー最大のマハム
ニパゴダ、◎昔日の栄華が偲ばれる旧王宮など。
昼食後、ホテルにチェックイン。お部屋で休憩。
午後、マンダレーを観光。
◎シュエナンドー僧院、◎クドォドバゴダ、◎サンダムニバゴダ。
◎丘全体が仏教聖地のマンダレーヒルで夕日を観賞。 【朝・昼・夕】　マンダレー泊
空路、ヘーホーへ。バスで標高1,320ｍのカローへ。カローの町を観光。
活気のある○マーケット、◎蓮で布を作る縫製工房。
昼食後、バスでインレー湖のホテルへ。（約2時間）
午後、リゾートホテルでゆっくりとお過ごしください。 【朝・昼・夕】　インレー湖（泊）
午前、シャン高原を観光。インダー族のゴンチャン村へ。
田園風景が広がる田舎道を通り、○インダー族の民家も訪問します。
◆昼食は水上レストランでシャン族の料理。
午後、ボートでインレー湖の浮島を巡る
◎湖上にそびえる水上寺院ファウンドーウーパゴダ、△水上生活を営むインダー族
の生活風景をボートから見学。
◆ホテル内のレストランでさよならパーティー。 【朝・昼・夕】　インレー湖（泊）

バスでヘーホーへ。空路、ヤンゴンへ。ヤンゴンを観光。
◎黄金に輝くシュエダゴンパゴダ、◎スーレーパゴダ、○ボージョー・アウンサン
マーケットなど。 【朝・昼・機】　機中（泊）

空路、ハノイで乗り継ぎ、帰国の途へ。
関西空港着。解散。 【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。インレー湖バガンの夕陽

シャン高原（イメージ） マンダレー・マハガンダヨン僧院シャン高原（イメージ）

◆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。　

渡航手続き

■予定航空会社　タイ航空、ベトナム航空他
◆添乗員は太田正人が同行予定です。

※燃油サーチャージ（目安9，900円/往復。10/1現在）が
別途必要となります。また、関西空港使用料（3,100
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　48,000円

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

1月18日（土） 328,000円
朝食6回、昼食6回
夕食6回及び機内食

添乗員
同行
いたします

　　おすすめポイント！

1世界三大仏教遺跡の一つ「バガン遺跡」に2連泊し、じっくりと遺跡を見学、
日の出の観賞、夕日の観賞など、バガンの魅力を堪能します。

2王都「マンダレー」では僧院を訪ねて、敬虔な仏教国の姿を目にします。
3中部「シャン高原・インレー湖」では、懐かしい風景を残す少数民族を訪ねま
す。風光明媚なインレー湖でボートにも乗り、浮島をめぐります。

◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

最少
催行人員
8名様

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、
10/1現在12,200円必要です）
　また、関空使用料（3,100 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
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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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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

◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。 両日  催行決定
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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。

微笑みの国 ミャンマー周遊

【ミャンマー】 日間8
バガン遺跡群が、今年7月「世界文化遺産」に！

旅行番号 Ｃ0038 世界の歴史・遺跡を巡る旅

バガン遺跡群

　赤茶けた大地に無数のストゥーパ（仏塔）が林立する
「バガン遺跡群」！世界三大仏教遺跡の一つが、今年7月
「世界遺産」に登録されました。
　ツアーはバガン遺跡群に２連泊して遺跡をじっくりと見
学します。また日の出観賞を1回と夕日観賞を２回。ボート
に乗ってイラワジ川から見る夕日と、展望タワーから林立す
るバゴダの先に沈む荘厳な夕陽を観賞。アジアらしい情緒
あふれる風景は圧倒的で感動せずにはいられません！
　最後の王都マンダレーでは、僧院での粛々とした食事
の風景を見学。かつての栄華を偲ぶ旧王宮を訪ねます。
　ツアーのもう一つのハイライトは中部地方の標高
1,500mのシャン高原です！少数民の民家訪問や田園風景
が広がる懐かしい風
景を訪ねます。風光
明媚なインレー湖の
リゾートホテルで２
連泊するのも旅のポ
イントです。（太田）

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）

1日目 ヤンゴン サミット・ビューホテル

2・3日目 バガン ミャンマー・トレジャー・リゾート・バガン

4日目 マンダレー エーヤワディ・リバービュー・ホテル

5・6日目 インレー湖 ミャンマー・トレジャー・リゾート・インレー
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６

７

８

関西空港から空路、ハノイで乗り換え、ミャンマーの首都ヤンゴンへ。
着後、ホテルへ。 【機・夕】　ヤンゴン（泊）
早朝、空路バガンへ。着後、○ニャウンウーの朝市を散策。バスでバガンへ。
午前、バガン遺跡を観光。
○タラバーゲート、◎シュエグジーパゴダ、◎タッビニュ寺院、最大級で最も美しい
といわれる◎アーナンダ寺院。
昼食後、ホテルにチェックイン。お部屋で休憩。
午後、バガン遺跡を観光。
◎マヌハー寺院、◎ナンパヤー寺院、◎グービャッジー寺院。
★イラワジ川をボートに乗って夕陽を観賞。
◆操り人形劇のディナーショー 【朝・昼・夕】　バガン（泊）

早朝、日の出を観賞。ホテルに戻り、朝食。
午前、バガン遺跡を観光。
◎シュエジーゴンパゴダ、◎ティロミンロー寺院、◎スラマニ寺院。
昼食後、お部屋で休憩。
午後、バマーケットや工房へ。
地元の人々の生活が垣間見える○ニャウンウーマーケット、◎アロドーピィ寺院、○
バガン特産品の漆塗細工工房。
◎展望タワーから大地に沈む絶景の夕陽を観賞。
◆市内のレストランで西洋料理の夕食。 【朝・昼・夕】　バガン（泊）

空路、マンダレーへ。市内へ行く途中、○ウーペイン橋を散策。
最後の王都、マンダレーを観光。
◎マハガンダヨン僧院で僧侶たちの食事風景を見学。◎マンダレー最大のマハム
ニパゴダ、◎昔日の栄華が偲ばれる旧王宮など。
昼食後、ホテルにチェックイン。お部屋で休憩。
午後、マンダレーを観光。
◎シュエナンドー僧院、◎クドォドバゴダ、◎サンダムニバゴダ。
◎丘全体が仏教聖地のマンダレーヒルで夕日を観賞。 【朝・昼・夕】　マンダレー泊
空路、ヘーホーへ。バスで標高1,320ｍのカローへ。カローの町を観光。
活気のある○マーケット、◎蓮で布を作る縫製工房。
昼食後、バスでインレー湖のホテルへ。（約2時間）
午後、リゾートホテルでゆっくりとお過ごしください。 【朝・昼・夕】　インレー湖（泊）
午前、シャン高原を観光。インダー族のゴンチャン村へ。
田園風景が広がる田舎道を通り、○インダー族の民家も訪問します。
◆昼食は水上レストランでシャン族の料理。
午後、ボートでインレー湖の浮島を巡る
◎湖上にそびえる水上寺院ファウンドーウーパゴダ、△水上生活を営むインダー族
の生活風景をボートから見学。
◆ホテル内のレストランでさよならパーティー。 【朝・昼・夕】　インレー湖（泊）

バスでヘーホーへ。空路、ヤンゴンへ。ヤンゴンを観光。
◎黄金に輝くシュエダゴンパゴダ、◎スーレーパゴダ、○ボージョー・アウンサン
マーケットなど。 【朝・昼・機】　機中（泊）

空路、ハノイで乗り継ぎ、帰国の途へ。
関西空港着。解散。 【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。インレー湖バガンの夕陽

シャン高原（イメージ） マンダレー・マハガンダヨン僧院シャン高原（イメージ）

◆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。　

渡航手続き

■予定航空会社　タイ航空、ベトナム航空他
◆添乗員は太田正人が同行予定です。

※燃油サーチャージ（目安9，900円/往復。10/1現在）が
別途必要となります。また、関西空港使用料（3,100
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　48,000円

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

1月18日（土） 328,000円
朝食6回、昼食6回
夕食6回及び機内食

添乗員
同行
いたします

　　おすすめポイント！

1世界三大仏教遺跡の一つ「バガン遺跡」に2連泊し、じっくりと遺跡を見学、
日の出の観賞、夕日の観賞など、バガンの魅力を堪能します。

2王都「マンダレー」では僧院を訪ねて、敬虔な仏教国の姿を目にします。
3中部「シャン高原・インレー湖」では、懐かしい風景を残す少数民族を訪ねま
す。風光明媚なインレー湖でボートにも乗り、浮島をめぐります。

◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

最少
催行人員
8名様

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、
10/1現在12,200円必要です）

　また、関空使用料（3,100 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

◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。 両日  催行決定
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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。

ガンジス川の沐浴風景

◆旅券の残存期間は、査証申請時6カ月以上必要です。
◆査証が必要で、査証欄は2 頁以上必要です。　
◆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

　「神秘の国」インドの魅力を、６日間のコンパクトな日
程で満喫！ 疲れが出ないうちに効率よく巡ります。
　ベナレスでは、ヒマラヤを源流とする聖なる大河、ガン
ジス川で早朝の沐浴風景を見学します。祈りをささげな
がら沐浴する人々の近くには火葬場があり、生と死が共
存する光景はベナレスならでは。夜はガンジス川のほと
りで行われるヒンドゥー教の祈りの儀式「プジャー」が行
われます。バラモン（僧侶）が火の灯る蝋台を持って、音
楽に合わせて見事に舞う光景はなんとも幻想的です。
　そして、アグラへは特急列車に乗って日帰りで行きます。
　世界一美しい霊廟と言われる世界遺産「タージ・マハ
ル」を見学します。ムガル帝国の皇帝が亡き妻を想って
建てた総大理石の霊廟は、筆舌に尽くしがたい雄大さ
で、一生に一度は見たい光景です！

※燃油サーチャージが別途必要になります。
　（ただし、10／1現在12,000円です。）　　　
　また、関西空港使用料等（3,100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　37,000円

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1・3・4日目 デリー ウェルカム、ラディソン・ブルー
2日目 ベナレス アマヤ、ラディソン、ラマダ、マディン

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

3月16日（月） 198,000円
朝食4回、昼食4回
夕食4回及び機内食

２

１

４

３

５

６

午前：関西空港から空路、ソウルで乗り継いで首都デリーへ。
★5つ星デラックスホテルにご宿泊！
  【機・夕】　デリー（泊）

午前：第一次大戦のインド兵士の慰霊碑の○インド門、インド最古のイスラム建築と言
われる塔、◎世界遺産クトゥブ・ミナールを見学。高さ72.5ｍの塔に刻まれた建物イ
スラム文様の美しさは、必見です。
午後：昼食後、国内線でガンジス川があるヒンドゥー教の聖地ベナレスへ。
夜：伝統的な神への祈りの儀式、○プジャーを見学。
★5つ星デラックスホテルにご宿泊！
  【朝・昼・夕】　ベナレス（泊）

早朝：ボートに乗ってガンジス川の沐浴風景を見学。
すべての罪を洗い流すといわれる川に、人々が祈りをささげる光景をご覧ください。
午前：ホテルに戻り朝食。その後、お釈迦様が初めて説法を説いた地サールナートへ。
高さ43.6ｍを誇る仏塔◎ダメーク・ストゥーパとお釈迦様の一生を物語る壁画がある
◎ムールガンダクティ寺院を見学。
午後：昼食後、国内線でデリーへ。
★5つ星デラックスホテルに2連泊！
  【朝・昼・夕】　デリー（泊）

早朝：ソウルにて乗り換え。
午前：関西空港着。 【機】

午前：特急列車ガティマン・エクスプレスにてアグラへ。
巨大な総大理石が圧巻の世界遺産◎世界遺産タージ・マハルやムガル帝国歴代皇帝
の居城だった◎世界遺産アグラ城、象嵌細工や透かし彫りの技法が美しい◎イティマ
ド・ウッダウラー廟を見学。
夕方：特急列車にてデリーへ。
◆さよならパーティー 【朝・昼・夕】　デリー（泊）

午前：タージ・マハルのデザインに影響を与えた◎世界遺産フマユーン廟やオールド
デリーのシンボルで巨大なモスクの△ジャマー・マスジット、「赤い砦」を意味する世界
遺産◎世界遺産ラールキラーなどを見学。
午後：インダス文明からの豊富な展示物がある◎国立博物館を見学。
夜：空路、帰国の途へ。
  【朝・昼・機】　機中（泊）

日程 スケジュール

ムールガンダクティ寺院フマユーン廟

アグラ城タージ・マハル

クトゥブ・ミナール

旅行番号 C0078 【インド】 日間6世界の歴史・遺跡を巡る旅

※現地事情で旅程の一部が変更になることがあります。

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
6名様

プジャー

◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

　　おすすめポイント！

1 ボートに乗ってガンジス川の沐浴風景を見学し、インドの神髄に触れます。
2 お釈迦様が初めて説法を説いた「仏教の聖地サールナート」へもご案内！
3 バス周遊ではなく航空便・特急列車を利用し、効率よく巡ります。

ガンジス川の沐浴風景とタージ・マハル
聖地ベナレス、古都アグラ、首都デリーを巡る

す
べ
て
５
つ
星
ホ
テ
ル
に
ご
宿
泊
！

◆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、10/1現在12,200円です）
また、関西空港使用料（3,100 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　37,000円
◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

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） 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
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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。

ガンジス川の沐浴風景

◆旅券の残存期間は、査証申請時6カ月以上必要です。
◆査証が必要で、査証欄は2 頁以上必要です。　
◆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

　「神秘の国」インドの魅力を、６日間のコンパクトな日
程で満喫！ 疲れが出ないうちに効率よく巡ります。
　ベナレスでは、ヒマラヤを源流とする聖なる大河、ガン
ジス川で早朝の沐浴風景を見学します。祈りをささげな
がら沐浴する人々の近くには火葬場があり、生と死が共
存する光景はベナレスならでは。夜はガンジス川のほと
りで行われるヒンドゥー教の祈りの儀式「プジャー」が行
われます。バラモン（僧侶）が火の灯る蝋台を持って、音
楽に合わせて見事に舞う光景はなんとも幻想的です。
　そして、アグラへは特急列車に乗って日帰りで行きます。
　世界一美しい霊廟と言われる世界遺産「タージ・マハ
ル」を見学します。ムガル帝国の皇帝が亡き妻を想って
建てた総大理石の霊廟は、筆舌に尽くしがたい雄大さ
で、一生に一度は見たい光景です！

※燃油サーチャージが別途必要になります。
　（ただし、10／1現在12,000円です。）　　　
　また、関西空港使用料等（3,100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　37,000円

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1・3・4日目 デリー ウェルカム、ラディソン・ブルー
2日目 ベナレス アマヤ、ラディソン、ラマダ、マディン

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

3月16日（月） 198,000円
朝食4回、昼食4回
夕食4回及び機内食

２

１

４

３

５

６

午前：関西空港から空路、ソウルで乗り継いで首都デリーへ。
★5つ星デラックスホテルにご宿泊！
  【機・夕】　デリー（泊）

午前：第一次大戦のインド兵士の慰霊碑の○インド門、インド最古のイスラム建築と言
われる塔、◎世界遺産クトゥブ・ミナールを見学。高さ72.5ｍの塔に刻まれた建物イ
スラム文様の美しさは、必見です。
午後：昼食後、国内線でガンジス川があるヒンドゥー教の聖地ベナレスへ。
夜：伝統的な神への祈りの儀式、○プジャーを見学。
★5つ星デラックスホテルにご宿泊！
  【朝・昼・夕】　ベナレス（泊）

早朝：ボートに乗ってガンジス川の沐浴風景を見学。
すべての罪を洗い流すといわれる川に、人々が祈りをささげる光景をご覧ください。
午前：ホテルに戻り朝食。その後、お釈迦様が初めて説法を説いた地サールナートへ。
高さ43.6ｍを誇る仏塔◎ダメーク・ストゥーパとお釈迦様の一生を物語る壁画がある
◎ムールガンダクティ寺院を見学。
午後：昼食後、国内線でデリーへ。
★5つ星デラックスホテルに2連泊！
  【朝・昼・夕】　デリー（泊）

早朝：ソウルにて乗り換え。
午前：関西空港着。 【機】

午前：特急列車ガティマン・エクスプレスにてアグラへ。
巨大な総大理石が圧巻の世界遺産◎世界遺産タージ・マハルやムガル帝国歴代皇帝
の居城だった◎世界遺産アグラ城、象嵌細工や透かし彫りの技法が美しい◎イティマ
ド・ウッダウラー廟を見学。
夕方：特急列車にてデリーへ。
◆さよならパーティー 【朝・昼・夕】　デリー（泊）

午前：タージ・マハルのデザインに影響を与えた◎世界遺産フマユーン廟やオールド
デリーのシンボルで巨大なモスクの△ジャマー・マスジット、「赤い砦」を意味する世界
遺産◎世界遺産ラールキラーなどを見学。
午後：インダス文明からの豊富な展示物がある◎国立博物館を見学。
夜：空路、帰国の途へ。
  【朝・昼・機】　機中（泊）

日程 スケジュール

ムールガンダクティ寺院フマユーン廟

アグラ城タージ・マハル

クトゥブ・ミナール

旅行番号 C0078 【インド】 日間6世界の歴史・遺跡を巡る旅

※現地事情で旅程の一部が変更になることがあります。

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
6名様

プジャー

◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

　　おすすめポイント！

1 ボートに乗ってガンジス川の沐浴風景を見学し、インドの神髄に触れます。
2 お釈迦様が初めて説法を説いた「仏教の聖地サールナート」へもご案内！
3 バス周遊ではなく航空便・特急列車を利用し、効率よく巡ります。

ガンジス川の沐浴風景とタージ・マハル
聖地ベナレス、古都アグラ、首都デリーを巡る

す
べ
て
５
つ
星
ホ
テ
ル
に
ご
宿
泊
！

◆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、10/1現在12,200円です）
また、関西空港使用料（3,100 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　37,000円
◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

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） 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
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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。

魅惑のキューバ「４つの世界遺産」

【キューバ】 日間7
60年代にタイムスリップ！コロニアルな建物がそのまま残る！
トリニダーなどスペイン植民地時代そのままの町並みが必見！

旅行番号 Ｃ0108 世界の歴史・遺跡を巡る旅

　キューバの魅力を凝縮した決定版！スケッチ・ツアーやウオーキン
グ・ツアーでキューバの素顔に触れた経験を生かした日程です。ハバ
ナやトリニダーの旧市街はスペイン植民地時代の建物がそのまま残
り、コロニアル様式のバルコニーには見事な装飾が施され、その歴史
的価値に圧倒されます。当時のままに年月を重ねた町並みはノスタ
ルジックな雰囲気にあふれ、いつまでも留まっていたい気持ちになり
ます。町だけでなく、美しい海と手つかずの自然、夜になると町には音
楽が流れサルサを踊る人たちが！　そんな陽気で人なつっこい人々も
キューバの魅力です！
　またキューバと言えば革命家チェ・ゲバラが連想されます。400年
にわたったスペインの植民地時代を経て1902年に独立を果たします
が、次はアメリカの強い影響下に置かれた、一部の富裕層が生まれ
貧富の差が広がった時代でした。フィデル・カストロやチェ・ゲバラら
が蜂起し、1959年にカストロ軍が勝利。革命政権が誕生しました。ツ
アーでは革命の足跡にも触れながら旅を進めてまいります。（太田）

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）

1・2・5日目 ハバナ ミラマール、パノラマ、メモリーズ、リビエラ

3日目 トリニダー アンコン、コスタスル

4日目 シエンフエゴス ハグア、ランチョ・ルナ

コヒマル「60年代のアメ車」

ハバナ「旧市街カテドラル」

トリニダー旧市街

サンタ・クララ「チェ・ゲバラ像」

ハバナ「旧市街オビスポ通り」

◆旅券の残存期間は、入国時3か月以上必要です。
◆査証と同様の「ツーリストカード」が必要です。　
◆入国時に「海外旅行保険の証書の提示」が必要です。

渡航手続き

■予定航空会社　エアカナダ
◆添乗員は太田正人が同行予定です。

※燃油サーチャージ（目安21，000円/往復。10/1現在）が別
途必要になります。
　また、羽田空港使用料等（2,610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　全行程38,000円

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

3月12日（木） 388,000円
朝食4回、昼食4回
夕食5回及び機内食

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

　　おすすめポイント！

●首都ハバナまで意外と近く、ヨーロッパへ行くのと同じくらいです。
　羽田→トロントは約12時間。トロント→ハバナは約3.5時間

●治安が良い国です。
　安心して訪問できます。他の中南米諸国とは様子が違います。

２
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５
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６

午後：伊丹空港から空路、羽田空港へ。
エア・カナダにて空路トロントで乗り換え、ハバナへ。　
《日付変更線通過》
トロント→ハバナの機内サービスはドリンクだけなので、ハバナのホテルでサンド
ウィッチ等の軽食をご用意いたします。
着後、ホテルへ。 　【機・弁】　ハバナ（泊）

ホテルから空港へ
午前：空路、トロントで乗り継ぎ、帰国の途へ。
《日付変更線通過》 　【×・機】　機中（泊）

午後：羽田空港着。空路、伊丹空港へ。
夜：伊丹空港着。 　【機】

世界遺産の「ハバナ旧市街」を観光。
○革命広場、○カテドラル、○アルマス広場、○旧総督官邸、メインストリートのオビス
ポ通りでフリータイム。
★ヘミングウェイの常宿ホテル「アンドス・ムンドス」の屋上で昼食。
○ヨーロッパ調の街並みが残るフランシスコ修道院周辺、キューバを代表するラム酒
◎「ハバナ・クラブ」の博物館、
クラシックカーに乗って海岸線ドライブも体験！
★ヘミングウェイゆかりのレストラン「フロリディータ」で夕食。
★夜：「トロピカーナショー」（オプショナル・ツアー）最少催行人員2名様
  【朝・昼・夕】　ハバナ（泊）

バスでサンタ・クララへ。（約３時間）
革命家チェ・ゲバラゆかりの場所を巡ります。
◎チェ・ゲバラ記念霊廟、○革命広場、○チェ・ゲバラの銅像など。
バスでトリニダーの郊外、マナカ・イスナガへ。（約2時間）
世界遺産の「ロス・インヘニオス渓谷」を展望。
○植民地時代に大規模なサトウキビ農園だった大きな谷が絶景です。
○当時の見張り台であった高さ45.5ｍの「イスナガの塔」に上り展望。
バスでトリニダー海岸のホテルへ。（約1時間）
★カリブ海に面したリゾートホテルに宿泊します。 【朝・昼・夕】　トリニダー（泊）

世界遺産の「トリニダー旧市街」を観光。
スペイン植民地時代に栄えた当時の古い町並みが残り、時計が止まったようです。○
マヨール広場周辺、◎革命歴史博物館の塔から市街を一望。　　　　　　　　　
★ラム酒に蜂蜜・レモン・水を加えたカクテル「カンチャンチャラ」を本家の店『ラ・カン
チャンチャラ』でご賞味ください！
バスでシエンフエゴスへ。（約2時間）　　　　
世界遺産の「シエンフエゴス歴史地区」を観光。
○ホセ・マルティ広場を散策。ハバナと雰囲気が違うカラフルなヨーロッパ風建築が並
びます。 【朝・昼・夕】　シエンフエゴス（泊）

バスで小さな漁村コヒマルへ。（約3.5.時間）
★ヘミングウェイ行きつけの店「ラ・テラサ」で昼食。
○「老人と海」の舞台となった海岸散策、◎「ヘミングウェイ博物館」を見学。
バスでハバナへ。（約1時間）
ショッピングにご案内します。
★人気レストラン「カフェ・デル・オリエンテ」でさよならパーティー
  【朝・昼・夕】　ハバナ（泊）

日程 スケジュール

※航空機のスケジュールは、変更になる場合があります。
※入場観光地は予告なしに閉鎖の場合がありますので予めご了承ください。

◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

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）

サパの棚田

ムオンホア登山鉄道世界遺産チャンアン

◆旅券の残存期間は、出国時6 カ月以上必要です。
◆査証、予防接種は不要です。
　（※前回のベトナム出国からツアー出発日までの期間が30日以内の方は査証が必要です。）

渡航手続き

■予定航空会社　ベトナム航空

　ベトナム北部の街、サパは「世界で最も美しい棚田11選」
に選ばれている、棚田の景観に優れたエリアです。高原リゾー
ト「ヴィクトリアリゾート＆スパ」に3連泊して、サパの絶景を歩
いて楽しみます。また、個性豊かな民族衣装を着た少数民族
に出会えるのもサパの魅力です。
　そして、昨年開業したばかりのムオンホア登山鉄道と2016
年から開業したロープウェーを乗り継ぎ、山上駅から階段を
上って、インドシナ半島最高峰「ファンシーパン（3,143m）」へ
登頂！（★ご希望者は山上駅から頂上付近までケーブルカー
にお乗りいただけます。）
　天候に恵まれれば、頂上から中国やラオスの山々を眺望で
きます。ニンビンの世界遺産チャンアンは、広大なカルスト地
形が特徴です。数百万年かけて川や雨風の浸食をうけてでき
た奇岩奇峰の渓谷や洞窟の間を、小舟に乗ってのんびりク
ルーズします。

※燃油サーチャージが別途必要になります。（ただし、10/1
現在5,600円です。）
　また、関西空港使用料等（3,100 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
◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1・2・3日目 サパ ヴィクトリアサパリゾート＆スパ
4日目 ニンビン エメラルダリゾート

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

3月26日（木） 208,000円
朝食4回、昼食4回
夕食5回及び機内食
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午前：関西空港より空路、ベトナムのハノイへ。着後、専用車に乗ってサパへ。
★高原リゾートサパで3連泊！ 【×・機・夕】　サパ（泊）

サパの美しい棚田をウオーキング
午前：サパで特に棚田が美しいラオチャイ村とタバーン村を散策。（約2時間）
午後：頭に赤い布を巻いた姿が印象的な赤ザオ族が住むタフィン村を散策。（約2時間）
  【朝・昼・夕】　サパ（泊）

インドシナ半島最高峰ファンシーパン（3,143ｍ）登頂
午前：2018年に開通したばかりの山岳鉄道に乗り、ロープウェー駅へ。ロープウェー
で山上駅まで上がり、※階段を上ってインドシナ半島最高峰ファンシーパンを登頂！
サパの美しい景色が一望します。
午後：黒モン族が住むカットカット村を散策。（約2時間） 【朝・昼・夕】　サパ（泊）

早朝：関西空港着。 【機】

午前：バスでニンビンへ（約7時間）
夕刻：ニンビンにある東南アジアで一番大きなお寺、バイディン寺を見学。
  【朝・昼・夕】　ニンビン（泊）

午前：世界遺産・チャンアンの景観複合体にある石灰岩でできた奇岩奇峰の間や洞窟
を、手漕ぎの小舟に乗ってのんびり楽しみます。（約2時間）
午後：ハノイに戻り、市内観光。
★夕食はベトナム風フレンチでさよならパーティ！
深夜：空路、帰国の途へ。 【朝・昼・夕】　機中（泊）

日程 スケジュール

古都ホアルーサパの棚田

カットカット村ファンシーパンのロープウェー

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

　サパ　　
首都ハノイの北西部イェンバイ省にある、標高約1,560mの高原避暑地。
幾重にも重なる広大な棚田などの自然景観が楽しめ、モン族、赤ザオ族、黒モン族など
カラフルな衣装に身を包んだ少数民族が暮らす町としても知られています。
　ファンシーパン（3,143ｍ）　　
インドシナ半島（ベトナム、カンボジア、ラオス）の最高峰の山。「インドシナの屋根」とい
う異名をも持つ。
これまでは頂上に行くまで2日間の登山が必要でしたが、2016年にロープウェーが開
通したことで、誰でも楽々頂上に登れるようになりました。
　世界遺産 チャンアンの景観複合体　　
紅河デルタ地帯に位置する、広大なカルスト地形が残るエリア。小舟に乗るクルーズで
は、数百万年かけて雨や川・海の浸食をうけた荒々しい石灰岩の断崖絶壁が連なる景観
をご覧いただけます。その独特の景観美から、「陸のハロン湾」と呼ばれています。

旅行番号 B0050 【ベトナム】 日間6世界の歴史・遺跡を巡る旅

※現地事情で旅程の一部が変更になる場合があります。
※山上駅から頂上付近までケーブルカーが開通しています。
　ご希望者はケーブルカーにお乗りいただけます。

　　おすすめポイント！

「ファンシーパン登頂」と棚田の秘境「サパ」
登山鉄道とロープウェーでインドシナ半島最高峰（3,143ｍ）へ！

近年話題の世界遺産チャンアンへも行く

ウ

オ

ー

ク

クラス
 初級者
  向き
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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。

魅惑のキューバ「４つの世界遺産」

【キューバ】 日間7
60年代にタイムスリップ！コロニアルな建物がそのまま残る！
トリニダーなどスペイン植民地時代そのままの町並みが必見！

旅行番号 Ｃ0108 世界の歴史・遺跡を巡る旅

　キューバの魅力を凝縮した決定版！スケッチ・ツアーやウオーキン
グ・ツアーでキューバの素顔に触れた経験を生かした日程です。ハバ
ナやトリニダーの旧市街はスペイン植民地時代の建物がそのまま残
り、コロニアル様式のバルコニーには見事な装飾が施され、その歴史
的価値に圧倒されます。当時のままに年月を重ねた町並みはノスタ
ルジックな雰囲気にあふれ、いつまでも留まっていたい気持ちになり
ます。町だけでなく、美しい海と手つかずの自然、夜になると町には音
楽が流れサルサを踊る人たちが！　そんな陽気で人なつっこい人々も
キューバの魅力です！
　またキューバと言えば革命家チェ・ゲバラが連想されます。400年
にわたったスペインの植民地時代を経て1902年に独立を果たします
が、次はアメリカの強い影響下に置かれた、一部の富裕層が生まれ
貧富の差が広がった時代でした。フィデル・カストロやチェ・ゲバラら
が蜂起し、1959年にカストロ軍が勝利。革命政権が誕生しました。ツ
アーでは革命の足跡にも触れながら旅を進めてまいります。（太田）

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）

1・2・5日目 ハバナ ミラマール、パノラマ、メモリーズ、リビエラ

3日目 トリニダー アンコン、コスタスル

4日目 シエンフエゴス ハグア、ランチョ・ルナ

コヒマル「60年代のアメ車」

ハバナ「旧市街カテドラル」

トリニダー旧市街

サンタ・クララ「チェ・ゲバラ像」

ハバナ「旧市街オビスポ通り」

◆旅券の残存期間は、入国時3か月以上必要です。
◆査証と同様の「ツーリストカード」が必要です。　
◆入国時に「海外旅行保険の証書の提示」が必要です。

渡航手続き

■予定航空会社　エアカナダ
◆添乗員は太田正人が同行予定です。

※燃油サーチャージ（目安21，000円/往復。10/1現在）が別
途必要になります。

　また、羽田空港使用料等（2,610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　全行程38,000円

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

3月12日（木） 388,000円
朝食4回、昼食4回
夕食5回及び機内食

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

　　おすすめポイント！

●首都ハバナまで意外と近く、ヨーロッパへ行くのと同じくらいです。
　羽田→トロントは約12時間。トロント→ハバナは約3.5時間

●治安が良い国です。
　安心して訪問できます。他の中南米諸国とは様子が違います。

２

１

４

３

５

７

６

午後：伊丹空港から空路、羽田空港へ。
エア・カナダにて空路トロントで乗り換え、ハバナへ。　
《日付変更線通過》
トロント→ハバナの機内サービスはドリンクだけなので、ハバナのホテルでサンド
ウィッチ等の軽食をご用意いたします。
着後、ホテルへ。 　【機・弁】　ハバナ（泊）

ホテルから空港へ
午前：空路、トロントで乗り継ぎ、帰国の途へ。
《日付変更線通過》 　【×・機】　機中（泊）

午後：羽田空港着。空路、伊丹空港へ。
夜：伊丹空港着。 　【機】

世界遺産の「ハバナ旧市街」を観光。
○革命広場、○カテドラル、○アルマス広場、○旧総督官邸、メインストリートのオビス
ポ通りでフリータイム。
★ヘミングウェイの常宿ホテル「アンドス・ムンドス」の屋上で昼食。
○ヨーロッパ調の街並みが残るフランシスコ修道院周辺、キューバを代表するラム酒
◎「ハバナ・クラブ」の博物館、
クラシックカーに乗って海岸線ドライブも体験！
★ヘミングウェイゆかりのレストラン「フロリディータ」で夕食。
★夜：「トロピカーナショー」（オプショナル・ツアー）最少催行人員2名様
  【朝・昼・夕】　ハバナ（泊）

バスでサンタ・クララへ。（約３時間）
革命家チェ・ゲバラゆかりの場所を巡ります。
◎チェ・ゲバラ記念霊廟、○革命広場、○チェ・ゲバラの銅像など。
バスでトリニダーの郊外、マナカ・イスナガへ。（約2時間）
世界遺産の「ロス・インヘニオス渓谷」を展望。
○植民地時代に大規模なサトウキビ農園だった大きな谷が絶景です。
○当時の見張り台であった高さ45.5ｍの「イスナガの塔」に上り展望。
バスでトリニダー海岸のホテルへ。（約1時間）
★カリブ海に面したリゾートホテルに宿泊します。 【朝・昼・夕】　トリニダー（泊）

世界遺産の「トリニダー旧市街」を観光。
スペイン植民地時代に栄えた当時の古い町並みが残り、時計が止まったようです。○
マヨール広場周辺、◎革命歴史博物館の塔から市街を一望。　　　　　　　　　
★ラム酒に蜂蜜・レモン・水を加えたカクテル「カンチャンチャラ」を本家の店『ラ・カン
チャンチャラ』でご賞味ください！
バスでシエンフエゴスへ。（約2時間）　　　　
世界遺産の「シエンフエゴス歴史地区」を観光。
○ホセ・マルティ広場を散策。ハバナと雰囲気が違うカラフルなヨーロッパ風建築が並
びます。 【朝・昼・夕】　シエンフエゴス（泊）

バスで小さな漁村コヒマルへ。（約3.5.時間）
★ヘミングウェイ行きつけの店「ラ・テラサ」で昼食。
○「老人と海」の舞台となった海岸散策、◎「ヘミングウェイ博物館」を見学。
バスでハバナへ。（約1時間）
ショッピングにご案内します。
★人気レストラン「カフェ・デル・オリエンテ」でさよならパーティー
  【朝・昼・夕】　ハバナ（泊）

日程 スケジュール

※航空機のスケジュールは、変更になる場合があります。
※入場観光地は予告なしに閉鎖の場合がありますので予めご了承ください。

◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

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）

サパの棚田

ムオンホア登山鉄道世界遺産チャンアン

◆旅券の残存期間は、出国時6 カ月以上必要です。
◆査証、予防接種は不要です。
　（※前回のベトナム出国からツアー出発日までの期間が30日以内の方は査証が必要です。）

渡航手続き

■予定航空会社　ベトナム航空

　ベトナム北部の街、サパは「世界で最も美しい棚田11選」
に選ばれている、棚田の景観に優れたエリアです。高原リゾー
ト「ヴィクトリアリゾート＆スパ」に3連泊して、サパの絶景を歩
いて楽しみます。また、個性豊かな民族衣装を着た少数民族
に出会えるのもサパの魅力です。
　そして、昨年開業したばかりのムオンホア登山鉄道と2016
年から開業したロープウェーを乗り継ぎ、山上駅から階段を
上って、インドシナ半島最高峰「ファンシーパン（3,143m）」へ
登頂！（★ご希望者は山上駅から頂上付近までケーブルカー
にお乗りいただけます。）
　天候に恵まれれば、頂上から中国やラオスの山々を眺望で
きます。ニンビンの世界遺産チャンアンは、広大なカルスト地
形が特徴です。数百万年かけて川や雨風の浸食をうけてでき
た奇岩奇峰の渓谷や洞窟の間を、小舟に乗ってのんびりク
ルーズします。

※燃油サーチャージが別途必要になります。（ただし、10/1
現在5,600円です。）

　また、関西空港使用料等（3,100 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
◆ビジネスクラス利用、お問い合わせください。

利用予定ホテル（または同等クラスホテル）
1・2・3日目 サパ ヴィクトリアサパリゾート＆スパ
4日目 ニンビン エメラルダリゾート

出発日 旅行代金（大人・おひとり）

3月26日（木） 208,000円
朝食4回、昼食4回
夕食5回及び機内食
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午前：関西空港より空路、ベトナムのハノイへ。着後、専用車に乗ってサパへ。
★高原リゾートサパで3連泊！ 【×・機・夕】　サパ（泊）

サパの美しい棚田をウオーキング
午前：サパで特に棚田が美しいラオチャイ村とタバーン村を散策。（約2時間）
午後：頭に赤い布を巻いた姿が印象的な赤ザオ族が住むタフィン村を散策。（約2時間）
  【朝・昼・夕】　サパ（泊）

インドシナ半島最高峰ファンシーパン（3,143ｍ）登頂
午前：2018年に開通したばかりの山岳鉄道に乗り、ロープウェー駅へ。ロープウェー
で山上駅まで上がり、※階段を上ってインドシナ半島最高峰ファンシーパンを登頂！
サパの美しい景色が一望します。
午後：黒モン族が住むカットカット村を散策。（約2時間） 【朝・昼・夕】　サパ（泊）

早朝：関西空港着。 【機】

午前：バスでニンビンへ（約7時間）
夕刻：ニンビンにある東南アジアで一番大きなお寺、バイディン寺を見学。
  【朝・昼・夕】　ニンビン（泊）

午前：世界遺産・チャンアンの景観複合体にある石灰岩でできた奇岩奇峰の間や洞窟
を、手漕ぎの小舟に乗ってのんびり楽しみます。（約2時間）
午後：ハノイに戻り、市内観光。
★夕食はベトナム風フレンチでさよならパーティ！
深夜：空路、帰国の途へ。 【朝・昼・夕】　機中（泊）

日程 スケジュール

古都ホアルーサパの棚田

カットカット村ファンシーパンのロープウェー

添乗員
同行
いたします

最少
催行人員
8名様

　サパ　　
首都ハノイの北西部イェンバイ省にある、標高約1,560mの高原避暑地。
幾重にも重なる広大な棚田などの自然景観が楽しめ、モン族、赤ザオ族、黒モン族など
カラフルな衣装に身を包んだ少数民族が暮らす町としても知られています。
　ファンシーパン（3,143ｍ）　　
インドシナ半島（ベトナム、カンボジア、ラオス）の最高峰の山。「インドシナの屋根」とい
う異名をも持つ。
これまでは頂上に行くまで2日間の登山が必要でしたが、2016年にロープウェーが開
通したことで、誰でも楽々頂上に登れるようになりました。
　世界遺産 チャンアンの景観複合体　　
紅河デルタ地帯に位置する、広大なカルスト地形が残るエリア。小舟に乗るクルーズで
は、数百万年かけて雨や川・海の浸食をうけた荒々しい石灰岩の断崖絶壁が連なる景観
をご覧いただけます。その独特の景観美から、「陸のハロン湾」と呼ばれています。

旅行番号 B0050 【ベトナム】 日間6世界の歴史・遺跡を巡る旅

※現地事情で旅程の一部が変更になる場合があります。
※山上駅から頂上付近までケーブルカーが開通しています。
　ご希望者はケーブルカーにお乗りいただけます。

　　おすすめポイント！

「ファンシーパン登頂」と棚田の秘境「サパ」
登山鉄道とロープウェーでインドシナ半島最高峰（3,143ｍ）へ！

近年話題の世界遺産チャンアンへも行く
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