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カシオペア展望スイート
（1号車）限定1室／2名様

カシオペアデラックス
（2号車）限定1室／2名様

カシオペアスイート
（1〜2号車）限定 6室／12名様

A寝台個室カシオペアツイン
（4〜11号車）

豪
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T-LIFEホールディングス×JR東日本共同企画

“快適空間を実現した寝台列車”を
コンセプトに開発されたオール2階建寝
台客車です。単なる移動手段だけで
なく、列車の旅そのものを満喫できる
快適で魅力ある列車は、外観は白を
基調に赤・青・黄色のストライプを
配したスマートなデザインが特徴です。

どなたでもご利用頂けます。
（ソーシャルディスタンス確保 
の観点から、1度に約10名が最大
利用人数の目安となります）列車車体・車内の画像提供：JR東⽇本

ラウンジカー／イメージ

車体／イメージ

パブタイムオプションのご案内（12名様限定）「カシオペア紀行」とは

最後尾車両展望室付きの
最上級タイプ

1階構造で天井が
高い広々タイプ

1階に寝室、2階にリビングを 
設けたメゾネットタイプ

※新型コロナウィルス対策として、
シャワールームの提供は
ございません。

車内／イメージ車内／イメージ車内／イメージ車内／イメージ9/10(土)出発
上野駅
15：50頃発
青森行き

ダイニングカーにて「夕食営業
終了後、パブタイム営業21：45～
23：00（ラストオーダー22：30）」
を行います。12名様限定のご利用
となります。ご希望のお客様は、
お早めにお申し込みください。

パブタイム
（おつまみセット）／イメージ

1ドリンク+おつまみセット： 
お一人様2,000円（税込）

復路はらくらく航空機利用 こだわりの昼食もお楽しみ！
北海道一泉質が豊富な名湯 登

のぼりべつ

別温泉に宿泊
北海道の
大自然「大

おおぬま

沼・昭
しょうわしんざん

和新山・登
のぼりべつ

別・小
おたる

樽」をめぐる旅 3
日間

詳しくはこちら ↑

1 静岡県内新幹線駅（静岡駅12：57〜13：57）##（新幹線/指定席）##東京駅
（乗換）##上野駅(15：50頃)##（寝台特急「カシオペア紀行」）##列車内【泊】

朝昼夕
ーー○

2
青森駅(8：32頃)##新青森駅##（北海道新幹線／指定席注）##新函館
北斗駅＝◎函館大沼プリンスホテル(洋風コース料理の昼食)＝◎大沼
国定公園＝◎昭和新山＝登別温泉【泊】

○○○

3
ホテル(9：30)＝◎小樽市内(自由散策／小樽寿司の昼食)＝新千歳空港
s羽田空港##（京浜急行/自由席）##品川駅（乗換）##（新幹線／
指定席）##静岡県内新幹線駅（20：18〜21：18）

○○ー

催 30名様　食朝2、昼2、夕2回付（又は弁1）
添初日上野駅から最終日羽田空港まで同行
バエイチ・ビー観光バス同等
※ダイニングカーでのご夕食に関しましてお時間
のご希望は承れません。 ※羽田空港施設使用料
370円(片道)及び新千歳空港施設使用料270円 
(片道)、合計640円を別途徴収させて頂きます。
注 カシオペア展望スイート、カシオペアスイート、カシオ 

ペアデラックスは2日目「北海道新幹線グリーン車」 
利用となります。

コースＮＯ
下記参照

コース番号
大人（お一人様）
2名様1室　税込
静岡駅発着料金

1泊目利用車両
（定員2名）と夕食

2泊目ホテル
（定員2名）と夕食

12-1061-0001 292,000*
カシオペア展望スイート

フランス料理
（ダイニングカー）

望楼NOGUCHI登別
エグゼクティブスイート（100㎡）、

和洋会席料理

12-1061-0002 242,000* カシオペアスイート
フランス料理（ダイニングカー）

望楼NOGUCHI登別
スイート（70㎡）、和洋会席料理

12-1061-0003 232,000* カシオペアデラックス
フランス料理（ダイニングカー）

望楼NOGUCHI登別
スイート（70㎡）、和洋会席料理

11-1061-0100 190,000* カシオペアツイン
和懐石（ダイニングカー）

石水亭(和・洋・和洋）、
バイキング

11-1061-0101 182,000* カシオペアツイン
スペシャル弁当（お部屋にて）

石水亭(和・洋・和洋）、
バイキング

小樽

こだわりの昼食 「ほたてづくし定食」「十和田湖フレンチ」をご賞味！

星野リゾート　奥
おいらせけいりゅう

入瀬渓流ホテルに宿泊
三

さんないまるやまいせき

内丸山遺跡・立
たちねぷた

佞武多の館・奥
おいらせけいりゅう

入瀬渓流・十
とわだこ

和田湖  3
日間

詳しくはこちら ↑

1 静岡県内新幹線駅（静岡駅12：57〜13：57）##（新幹線/指定席）##東京駅（乗換）##
上野駅(15：50頃)##（寝台特急「カシオペア紀行」）##列車内【泊】

朝昼夕
ーー○

2 青森駅(8：32頃)＝世界遺産●三内丸山遺跡（ガイド付き）＝◎みちのく料理西むら
（ほたてづくし定食の昼食）＝●立佞武多の館＝奥入瀬渓流温泉【泊】 ビュッフェの夕食 ○○○

3
ホテル(9：30)＝◎奥入瀬渓流（約30分散策）＝●十和田湖遊覧船（約40分）…◎乙女の像・
十和田神社＝◎十和田プリンスホテル（十和田湖フレンチの昼食）＝新青森駅##（新幹線／
グリーン車）##東京駅##（新幹線/指定席）##静岡県内新幹線駅（静岡駅21：47〜23：00）

○○ー

催 20名様　食朝2、昼2、夕2（又は 
弁1）回付　添 初日上野駅から
最終日東京駅まで同行　バ光洋
観光バス同等　泊 ①寝台特急

「カシオペア紀行」（カシオペア
ツイン 洋・ソファーベッド／定員
2名）②星野リゾート　奥入瀬渓流
ホテル(和･洋〈ツイン〉･和洋／
定員2名)

コースＮＯ
下記参照

ロビー「森の神話」

コースＮＯ
大人（お一人様）
2名様1室　税込
静岡駅発着料金

1泊目利用車両
（定員2名）と夕食

11-1031-0041 201,000*
カシオペアツイン
（4〜11号車）フランス
料理（ダイニングカー）

11-1031-0042 192,000*
カシオペアツイン

（4〜11号車）スペシャル
弁当（お部屋にて）

※ ダイニングカーでのご夕食に関しましてお時間のご希望は承れません。

※ 三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金1,500円引き、
掛川駅発着料金3,000円増し、浜松駅着料金4,000円増し

※ 三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金1,500円引き、掛川駅発着料金3,000円増し、浜松駅着料金4,000円増し

星野リゾート　奥入瀬渓流ホテル2泊目

新
コース

新
コース
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クルーズ専用お問い合わせ先

☎03-4235-2490 
※ 本日（6/19）は通常営業（10：00〜16：30）いたします。（オンライン

24時間予約受付中）T-LIFEホールディングス株式会社 クルーズ課日本が誇る豪華客船 飛鳥Ⅱ
飛鳥Ⅱ
の予約
こちら

➡

【営業時間】
月〜金（10：00〜16：30）

土・日・祝休業
日本船ならではのきめ細かいサービスで充実のクルーズライフ 当掲載クルーズ

以外にも多数の
商品がございます。

©TSUNEO NAKAMURA
飛鳥Ⅱ

①�乗船当日全員PCR検査受検で陰性の方のみ乗船で万全のコロナ対策。
②日本船ならではの船内グルメに舌鼓！お食事の期待も裏切りません。
③2日目は終日航海日。短い日程でも飛鳥Ⅱを存分にお楽しみいただけます。

クルーズ・コンサルタント有資格者がお勧めするポイント！ Kステート Dバルコニー Cスイート
デッキ7.8/18.4m²
角窓(バルコニーなし)
※眺望がさまたげられます。

デッキ9/22.9m²
バルコニー付き

デッキ10/33.5m²
バルコニー付き

連休利用

花火／イメージ

ミドルエイジ割（※2）

〜飛鳥Ⅱのお客様だけに打ち上げるオリジナル花火も楽しむ〜

特別なステージと離島クルージングを楽しむ大人の秋の休日

夏休みウィークエンドクルーズ 3
日間

秋の連休伊豆諸島周遊クルーズ 3
日間

船室一例(イメージ) 船室一例(イメージ)

夕食（洋食の一例） 朝食（和食の一例）

船室一例(イメージ)

2コース共通のご案内 ※ワクチン接種を2回完了していないお客様は、ご乗船3日前から乗船前日までにご自身でPCR検査（自費）を受検頂く必要があります。　※ご乗船当日PCR検査（旅行代金に含む）が必要となります。　※飛鳥IIは天候や今後の感染状況その他の事情によりスケジュールおよび船内サービス・イベント等が変更もしくは中止となる場合がございます。　 
※飛鳥II新型コロナウィルス感染症対策プランの全文をご確認の上、お申込みください。　催 2名様　注 当クルーズ船は合計乗客数が200名以上で催行となります(飛鳥II旅客運送約款特約より)　食 朝2、昼1、夕2回付　添 なし（船内で日本語スタッフがお世話します。）　泊 ①②船中（飛鳥Ⅱ／洋）  全室バスタブ、シャワー付トイレ付

マルシア

8月19日（金）出発限定

船内／イメージ

詳しくはこちら ↑

コースＮＯ
代金表参照

おすすめ船室

週末利用 子供代金（※1） ファミリー10％割引（※1）
コースＮＯ 31-A2KT-0001 31-A2FT-0001 31-A2EB-0001 31-A2DB-0001 31-A2CS-0001
客室タイプ Kステート Fステート Eバルコニー Dバルコニー Cスイート

出発日
(-19h

旅行代金
(お一人様) 

税込

大人2名1室 154,000* 179,000* 207,000* 212,000* 306,000*
子供代金※1 126,000* 146,000* 168,400* 172,400* 247,600*
大人1名1室 229,000* 233,500* 269,900* 276,400* 486,200*

コースＮＯ 31-A2KT-0005 31-A2FT-0005 31-A2EB-0005 31-A2DB-0005 31-A2CS-0005

出発日
)-17j

旅行代金
(お一人様) 

税込

大人2名1室 154,000* 179,000* 207,000* 212,000* 306,000*
大人1名1室 229,000* 233,500* 269,900* 276,400* 486,200*

ミドル
エイジ

割代金※2

大人2名1室 設定なし 162,500* 187,700* 192,200* 276,800*
大人1名1室 設定なし 212,050* 244,810* 250,660* 439,480*

※1子供代金は2歳以上12歳以下（小学生迄）  ※3名様1室利用はCスイートのみ可能です。その際の3人目の追加代金は8/19発：154,000円（大人）126,000円（子供）、9/17発：154,000円（大人・子供）となります。
※ 三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金1,500円引き、掛川駅発着料金3,000円増し、浜松駅着料金4,000円増し

新
コース

9月17日（土）出発限定
静岡駅発着料金

静岡駅発着料金

2
コ
ー
ス
共
通

1【静岡県内新幹線各駅（静岡駅10：25～11：57）】##〈新幹線指定席〉##新横浜駅＝〈グループ毎タクシー〉＝◎横浜大さん橋
^●憧れの日本客船「飛鳥Ⅱ」週末クルーズをお楽しみ下さい^ディナーや優雅な夜をお楽しみ下さい～【船中泊】

朝昼夕
ーー◯

2^<船内にて優雅なご朝食･お昼食･ご夕食、「各種エンターテイメントやお食事だけでなくアフタヌーン
ティーやお夜食等もお楽しみ下さい。さらに海を眺めながらの贅沢お風呂タイムも爽快です> 【̂船中泊】◯◯◯

3^横浜港（9：00頃着10：00発）＝（グループ毎タクシー）＝新横浜駅##（新幹線／指定席）## 
【静岡県内新幹線駅（静岡駅13：18～15：18）】 ◯ーー

コースＮＯ
代金表参照

詳しくはこちら ↑

詳しくはこちら ↑

 （※1）ご家族で満喫！2親等以内のご家族6名様以上でご乗船の場合、旅行代金（クルーズ代金のみ）が10％割引になるクルーズです。

※客室タイプにより横浜港（PCR検査会場）の集合時間が異なります。詳細は最終日程でご案内いたします。

（※2）40〜50歳代（1962年9月18日〜1982年9月19日生まれ）のお客様は、旅行代金（クルーズ代金のみ）が10％割引になります。

バイキング発祥・帝国ホテルのディナーブッフェ（120分）付
日本を代表する

名門ホテル 憧れの帝国ホテル 東京 ２日間
コースＮＯ

12-2001-0004
詳しくはこちら ↑

ロビー
※1名様1室15,000円増し  ※3名1室はリクエスト受け（2名1室と同料金）
※三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金1,500円引き、

掛川駅発着料金3,000円増し、浜松駅着料金4,000円増し

お日にち限定で上質な体験をお得に。

出発日
大人・子供（お一人様）
2名様1室  税込

旅行代金
&-30g
'-!h.#a.%d.&f.(h 

14g.15h.18s.19d.20f 
21g.22h.24a

4+*
1

静岡県内新幹線駅ご自由な時間発##
（新幹線／自由席）##東京駅、各自にてホテルへ
チェックイン（16時）。帝国ホテル 東京【泊】
バイキングの夕食（20：00～）

朝 昼 夕

ー ー◯

2
各自チェックアウト（12時）、東京駅
##（新幹線／自由席）##静岡県内
新幹線駅ご自由な時間着

◯ー ー

選べるホテルレストランでのディナー（日本料理・中華料理・洋食）

 ロイヤルパークホテル ２日間

コースＮＯ
11-2001-0119

詳しくはこちら ↑

ロビー
催 8名様　食 朝1、夕1回　添 なし
泊 ①ロイヤルパークホテル（洋〈ツイン〉／定員3名）

※1名様1室9,000円増し  ※3名1室はリクエスト受け
※三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金

1,500円引き、掛川駅発着料金3,000円増し、
浜松駅着料金4,000円増し

出発日
大人・子供（お一人様）
2～3名様1室  税込

旅行代金

'-&f.15h 
20f.22h 
27f.29h 3+*

1
静岡県内新幹線駅ご自由な時間発##（新幹線／
自由席）##東京駅、各自にてホテルへチェックイン

（15時）。日本橋ロイヤルパークホテル【泊】
夕食は３つのレストランよりお選びください

朝 昼 夕

ー ー◯

2
各自チェックアウト（10時）、東京駅##

（新幹線／自由席）##静岡県内新幹線駅
ご自由な時間着

◯ー ー

日本橋
新
コース

催 8名様　食 朝1、夕1回付　添 なし
泊 帝国ホテル（洋〈ツイン〉／定員2名）

催行決定

催行決定
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●個人情報の取扱について…お問い合わせ・お申し込み時に頂くお客様個人情報は、お客様との連絡及び旅行の遂行と今後弊社からの商品案内のために利用します。また、旅行手配に必要な場合のみ運送・宿泊機関など第三者に提供します。 ※旅行条件の書面をお渡しします。確認の上、お申込みください。

旅行代金はすべて税込価格です

※�この広告は6月15日時点での集計を
基に制作しております。今後、満席や
中止になる場合がございます。

【行程内の記号の見方】
＝：バス、 s：飛行機、 ##：列車、̂ ：船・フェリー、…：徒歩、 
◎：下車観光、 ●：入場・乗車観光、 ○：車窓観光

【マークの見方】
催 最少催行人員  添 添乗員の有無  食 食事回数
泊 利用予定ホテル バ 利用バス会社  タ 利用タクシー会社
■は出発決定・■は問合多数(10名様以上のお申し込みあり)
■は満席・キャンセル/空席待ちで表示しております。

お得な旅が満載!静岡版
10時電話受付

スタート

2022/6/19（日）号

総合旅行業務取扱管理者  番場 亜希子／長橋 秀樹　※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に�
関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

観光庁長官登録旅行業�第197号
〒179-0075�東京都練馬区高松5-11-26�MKビル�4F

予約センター（静岡）
☎050-3176-7987

【営業時間】 平日10：00〜17：00（土・日・祝 10：00〜16：30）

旅行企画・実施

ホームページ
なら24時間
オンライン
予約受付中！▶

タビックスジャパン、東日観光、トラベルイン、湯旅は
2022年1月にT-LIFEホールディングス＆T-LIFEパート
ナーズとして全国に事業所を展開、パワーアップして
新たなスタートを切りました。
T-LIFEグループ全体では、年間で延べ100万人以上の
お客様にご利用いただいております。（2019年実績）

メルマガ会員登録キャンペーン ポイントプログラム
会員登録で旅して得する!

期間中に登録で最大2,000円OFF 
クーポンプレゼント（コース限定）

【登録期間】
2022年6月1日〜30日
詳しくはホームページにて▶

たまったポイントは次回以降の 
旅行に利用可能です。
6/30迄ポイント
還元率4倍
キャンペーン中▶

5-T021649806-04_2.indd   1 2022/06/15   18:59
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2022. 5/8（日）号　東京版2022. 6/19（日）号　静岡版

旅が人生を豊かに。
事前の予約でもGo To Travelキャンペーンが適用になる準備をしております安心してご旅行を

お楽しみいただく為に

・�貸切バスのお席は他の
グループのお客様との
相席はございません。

新たなGo To Travel
キャンペーンについて（予定）
新たなGo�To�Travelキャンペーン
の最終的な内容については近日�
決定される予定です（現在は停止中）。
右記の内容は昨年12月に発表され
たものですが、新たにキャンペーン
の最新の内容（割引、対象商品、利用
条件など）が決定次第、当社ホーム
ページにてお知らせいたします。

・�宿泊施設でのご夕食はグループ
（ご家族、ご友人など）ごとに�
召し上がっていただきます。
・�消毒やソーシャルディスタンス
の確保等、感染予防対策を徹底
している施設をご利用いただき
ます。

がんばった自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントに
ちょっとリッチな上質な旅をご用意しました。

【昨年12月に発表されたキャンペーンの概要】 新たなキャンペーンは平日利用、交通付きのコースがとってもお得！

今回のご予約に対する【新たなGo�To�Travelキャンペーン】の適用について…Go�To�Travelキャンペーンの対象となる場合、�
再開前のご予約に対しても再開後のキャンペーン条件に基づいた割引支援を適用する予定です。（再開後の割引支援対象は�
上記と異なる場合があり、また、旅行商品により適用とならない場合があります。尚、再開されない場合は割引適用はありません。）

割引率 30%
割引上限＜1泊あたり＞ 宿泊のみ：7,000円 ／ 宿泊＋交通：10,000円

割引上限（日帰り） 3,000円
地域共通クーポン＜1泊あたり＞ 平日 3,000円／休日 1,000円  平日・休日の定義は後日の発表となります

適用条件 ●ワクチン・検査パッケージの活用  ●旅行中の行動履歴を記録等

バス席相席なし

対象コースには
左記マークを記載しています（ ）

5-T021649806-01_1.indd   1 2022/06/13   15:52
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こだわりの昼食もご用意！「八甲田ホテル」地元食材を使った和食コース料理
「十和田プリンスホテル」比内地鶏と青森県産サーモン・ホタテを使ったフレンチ

コースＮＯ
11-1032-0012
詳しくはこちら ↑

1
静岡県内新幹線駅（静岡駅7：11〜8：57）##（新幹線／指定席）##東京駅##（新幹線／指定席）
##盛岡駅＝○種差海岸・○大須賀海岸・○葦毛崎展望台＝八戸のシンボル◎蕪島神社＝
古牧温泉【泊】星野リゾート　青森屋に18時間滞在（※16時頃の到着）。ご夕食は、田舎の
かっちゃ（お母さん）のぬくもりご飯が楽しめるビュッフェレストラン。

朝昼夕

ーー○

2
ホテル（ゆっくり出発10:00）＝●十和田市現代美術館（SNSで話題の現代アート美術館）＝八甲田
ホテル（和食コースの昼食）＝●八甲田ロープウェイ＝奥入瀬渓流温泉【泊】星野リゾート　奥入瀬渓流
ホテルに18時間滞在。ご夕食は、りんごをモチーフにしたインテリアが特徴のブッフェレストラン。

○○○

3
ホテル（ゆっくり出発9:30）＝◎奥入瀬渓流（白糸の滝から銚子大滝のハイライトを約30分散策）＝●十和田湖
遊覧船＝十和田プリンスホテル（洋食ランチ）＝●りんごの里 平塚果樹園（リンゴ2個もぎとり体験）＝
盛岡駅##（新幹線／指定席）##東京駅##（新幹線／指定席）##静岡県内新幹線駅（静岡駅20：47〜21：47）

○○ー

1

静岡県内新幹線駅（静岡駅7：11〜10：25）##
（新幹線／指定席）##東京駅##（新幹線／
指定席）##八戸駅…（各自移動／無料送迎
バスあり注1）…古牧温泉【泊】星野リゾート 
青森屋にご宿泊、チェックイン15：00以降

朝昼夕

ーー○

2
ホテル（チェックアウト12：00）…（各自移動／
無料送迎バスあり注1）…八戸駅##（新幹線／
指定席）##東京駅##（新幹線／指定席）##
静岡県内新幹線駅（静岡駅17：47〜21：47）

○ーー

一度
は
泊
ま
り
た
い
ホ
テ
ル 注1�八戸駅からの無料送迎バスは、ご出発2日前までの事前予約制となり

ます。ホテルのホームページより各自でお申し込みください。
※列車利用日の1ヶ月前に乗車券が発売となる為、手配完了後のご案内となります。

催 15名様　食朝2、昼2、夕2回付　添初日東京駅から最終日東京駅まで同行
泊①星野リゾート　青森屋（和・和洋／定員3名）②星野リゾート　奥入瀬渓流ホテル(和・洋（ツイン）／定員3名)　バ岩手県北バス同等

※1名様1室受付不可　※子供（小学生）は9,000円引き�
※三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金1,500円引き、
掛川駅発着料金3,000円増し、浜松駅着料金4,000円増し

2泊目星野リゾート　奥入瀬渓流ホテル／ロビー「森の神話」

浮湯

星野リゾート　青森屋
池に浮かんでいるような露天風呂「浮湯」

大
自
然
で
心
安
ら
ぐ

�

唯
一
無
二
の
渓
流
ス
テ
イ

※1名様1室受付不可　※子供（小学生）は5,000円引き
※三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金1,500円引き、
掛川駅発着料金3,000円増し、浜松駅着料金4,000円増し　催2名様　食朝1、
夕1回付　添なし　泊①星野リゾート　青森屋（和・和洋／定員4名）

2名様〜催行フリープラン
新幹線
で行く星野リゾート　青

あおもりや

森屋 2
日間

コースＮＯ
11-3031-0082

出発日
静岡駅発着料金

大人（お一人様）2〜4名様1室　税込
旅行代金

)- 22g 53,900*
)- 30h 50,900*

出発日
静岡駅発着料金

大人（お一人様）
2〜3名様1室　税込

旅行代金

)- 28f 111,000*

★歩いているだけで心躍る、ねぶたの熱気に365日彩られた館内
★田舎のかっちゃ（お母さん）のぬくもりご飯が楽しめるビュッフェ
★「青森ヒバ」を使用した内湯と絶景の露天風呂で湯浴み三昧

星野リゾート　青森屋の魅力

詳しくはこちら ↑

2つの星野リゾート 
に36時間滞在 
（2泊合計）

八甲田ホテル昼食／イメージ
十和田プリンスホテル
昼食／イメージ

2つの星野リゾート　青
あおもりや

森屋と奥
おいらせけいりゅう

入瀬渓流ホテルに宿泊
八
はっこうだ

甲田ロープウェイ・十
とわだこゆうらんせん

和田湖遊覧船・十
とわだしげんだいびじゅつかん

和田市現代美術館 3
日間

1日目 2日目

新
コース

新
コース

フルーツパークでのマスクメロン狩りで狩り取った1玉お持ち帰り!
マスクメロン狩りと大河ドラマ館・スカイウォークを巡る！
下田温泉に泊まる ２

日間

コースＮＯ
11-1021-0023

出発日
大人（お一人様）
4名様1室　税込

旅行代金

'-20f
(-30d 23,990*

催20名様　食朝1、昼1、夕1回付
添初日静岡駅から最終日静岡駅まで同行
泊①下田ビューホテル（和／定員4名）
バセイシン観光バス同等

1 静岡駅(8：30)＝●大河ドラマ館＝●三島スカイウォーク＝ 
しらす釜まぶし御膳のご昼食＝◎浄蓮の滝＝下田温泉【泊】

朝昼夕
ー◯◯

2
ホテル＝◎城ケ崎海岸（自由散策）＝◎伊東マリンタウン

（散策・自由昼食）＝●伊豆フルーツパーク（メロン狩り）
＝●沼津港遊覧船（約30分）＝静岡駅（18：00頃着）

◯ーー

バス座席他グループとの相席なし

下田ビューホテル・露天風呂マスクメロン狩り／イメージ

狩り取った1玉お持ち帰り!

詳しくはこちら ↑

桃狩り食べ放題とシャインマスカット1房狩り
旬の味覚W狩りと2大牛
　　すきやき御膳の昼食 日

帰り

コースＮＯ
11-1020-0067

詳しくはこちら ↑

静岡駅（7：15）＝◎ハーブ庭園旅日記（季節の花観賞）＝（松阪牛と近江牛
のすきやき膳の昼食）＝◎やまさんフルーツ農園(ハウス栽培のシャイン
マスカット1房狩り)＝◎シャトー勝沼ワイナリー（お買い物）＝◎見晴し園

（畑で桃狩り園内食べ放題／40分間）＝静岡駅（18：00頃）

出発日
大人・子供

（お一人様）　税込
旅行代金

'-10a.16j 

17a.23j 

24a
9,990*

催30名様　食昼1回付�※1名参加3,000円増し
添静岡駅から静岡駅まで同行
バセイシン観光同等（バスガイドは付きません）

※小学生同額、未就学児3,000円（席・食事なし・桃狩り）

バス座席他グループとの相席なしシャインマスカット1房狩り

桃／イメージ

園内食べ放題

※お持ち帰り品は旅行代金に含まれております。
※子供（小学生）6,000円引き��※1名参加受付不可

※3名様1室（お一人様）2,000円増し
※2名様1室（お一人様）3,000円増し

松阪牛
近江牛

イメージ

個人では行きにくい 紀伊半島の名所へご案内。海辺の絶景 南紀勝浦温泉

伊
いせじんぐう

勢神宮｢外
げぐう

宮･内
ないくう

宮｣ 「熊
くまのさんざん

野三山･熊
くまのこどう

野古道･那
なち

智の滝
たき

･高
こうやさん

野山」南紀周遊 3
日間

1 静岡県内新幹線駅（静岡駅8：21〜9：21）##（新幹線/自由席）##名古屋駅=◎松坂(松阪牛すき焼き
の昼食)=豊受大御神◎伊勢神宮･外宮=◎伊勢神宮･内宮…◎おかげ横丁=新美里温泉【泊】

朝 昼 夕
ー○○

2 ホテル=熊野三山◎熊野本宮大社=熊野三山◎熊野速玉大社=(海鮮ひつまぶしの昼食)=日本三大名瀑◎那智の滝
=熊野三山◎熊野那智大社…世界遺産◎青岸渡寺…世界遺産◎熊野古道･大門坂(約30分歩きます)=南紀勝浦温泉【泊】○○○

3 ホテル=◎高野山･一の橋(彩り田楽御膳の昼食)=世界遺産◎高野山･奥の院(専門の案内人付きで
ご案内)=新大阪駅##（新幹線/自由席）##静岡県内新幹線駅（静岡駅18：37〜20：23） ○○ー

催 16名様　食 朝2、昼3、夕2回付　添 初日名古屋駅から最終日新大阪駅まで同行　泊 ①ホテル＆リゾーツ伊勢志摩（洋〈ツイン〉／定員4名）
※3名様1室以上でご利用の場合、ツインルームにソファベッドの対応となります。②かつうら御苑（和・和洋／定員4名）　バ 明光バス同等

※1名様1室18,000円増し　※子供（小学生）5,000円引き　※三島駅発着料金3,000円増し、新富士駅発着料金2,000円増し、掛川駅発着料金2,000円引き、浜松駅発着料金3,000円引き　バス座席他グループとの相席なし

新
コース

新
コース

出発日 静岡駅発着料金
大人（お一人様）

2〜4名様１室 税込
旅行代金

(- $g.'a.28a
)- $a.11a.25a
10- �"a.&g.10s.13g

66,900*

(- �20j　)- �18a 68,900*

)- �(g.29g 65,900*

新
コース

コースＮＯ
11-1032-0006

詳しくはこちら ↑

高野山／奥の院

5-T021649806-05_9.indd   1 2022/06/15   19:01

06 静岡支店6月19日折込

1
静岡県内新幹線駅（静岡駅8：57〜11：25）##（新幹線／
自由席）##東京駅##（新幹線／指定席）##新青森駅＝
◎青森ねぶた祭(桟敷席より見学)＝十和田湖畔温泉【泊】
24：00頃。お部屋に夜食を用意しています。

朝 昼 夕

ー ー ー

2

ホテル(ゆっくり10：00出発)…◎十和田湖遊覧船
(約45分)…休屋(冷たい稲庭うどんの昼食)＝◎奥入
瀬渓流（約30分散策）＝新青森駅##（新幹線／指定席）
##東京駅##（新幹線/自由席）##静岡県内新幹線駅

（静岡駅21：47〜23：22）

◯ ◯ ー

※1名様1室12,000円増し　※子供（小学生）13,000円引き
※�三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金1,500円引き、
掛川駅発着料金3,000円増し、浜松駅着料金4,000円増し

※�三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金
1,500円引き、掛川駅発着料金3,000円増し、
浜松駅着料金4,000円増し

青森駅まで往復新幹線利用
熱気

あふれる「青森ねぶた祭」と
十和田湖遊覧･奥入瀬渓流 2日間
出発日

静岡駅発着料金
大人（お一人様）2〜5名様1室　税込

旅行代金

(- "d 70,900*

コースＮＯ
11-1031-0018
詳しくはこちら ↑

観覧席付

催18名様　食朝1、昼1回付　添初日東京駅から最終日東京駅まで同行　
泊①ホテル十和田荘（和・洋・和洋／定員5名）、又は同等クラス　バ光洋観光バス同等

バス座席他グループとの相席なし

蔵王温泉に連泊！「有料ベンチ席より鑑賞」
第94回全国

花火競技大会『大曲の花火』 3
日間

1
静岡県内新幹線駅（静岡駅6：45〜10：57）##（新幹線/自由席）##東京駅##

（新幹線／指定席）##山形駅＝〈蔵王エコーライン・ハイライン〉=◎蔵王お釜
＝蔵王温泉【泊】 ご夕食は郷土料理御膳をご用意

朝昼夕

ー弁◯

2

ホテル（ゆっくり10：30出発）=●世界遺産中尊寺（金色堂など見学／豚冷しゃぶ
御膳のご昼食）=横手駅##（在来線自由席／約20分間）##大曲駅…〈徒歩約40分〉
…◎第94回全国花火競技大会（有料ベンチ席より大曲の花火をご鑑賞／お弁当
の夕食）…〈徒歩約40分〉…大曲駅##（在来線自由席／約20分間）##横手駅＝
蔵王温泉【泊】26：00頃 夜食を用意＆入浴可能です。

◯◯弁

3
ホテル（ゆっくり11：00出発）＝◎上杉神社…◎上杉伯爵邸（米沢伝統料理 

「献膳御膳 雪の膳」）＝米沢駅##（新幹線／指定席）##東京駅##（新幹線/自由席）
##静岡県内新幹線駅（静岡駅18：47〜20：47）

◯◯ー

※�大曲駅から花火大会会場までは通常徒歩40分ほどですが、混雑時は60分以上の場合がございます。

※1名様1室不可　※子供（小学生）15,000円引き
バス座席他グループとの相席なし

催15名様　食朝2、昼3（内弁1）、夕2（内弁1）回付　添初日東京駅から最終日東京駅まで同行　泊①②タカミヤ�ヴィレッジ�
ホテル樹林（和･洋〈ツイン〉･和洋／定員4名様）、又は同等ホテル　バ松山観光バス同等　※バスガイドは同行致しません

大曲の花火 有料ベンチ席より見学蔵王お釜

観光も充実！

催10名様　食朝2、昼2（軽1）、夕3（軽1）回付　添初日東京駅から最終日東京駅まで同行　泊①函館大沼プリンス
ホテル（洋〈ツイン〉定員3名）②望楼NOGUCHI函館（洋・メゾネット〈スイート〉定員4名）　バケーエス北の
星観光バス同等　※5つ星の宿：観光経済新聞社認定

※1名様1室18,000円増し　※小学生以下受付不可
バス座席他グループとの相席なし

洗練されたラグジュアリー空間　ノスタルジーの中にあるモダンの息吹
｢望楼NOGUCHI函館｣最上級スイートルームに泊まる
どこを撮っても絵になる函館 3日間

コースＮＯ
12-1032-0002

往
復グランクラスで行く旅 18名

様限定

詳しくはこちら ↑

出発日� 　 催行決定 
　 キャンセル待ち受付中

大人（お一人様）
2名様以上1室　税込

旅行代金
'- 'g.21g
(- $g 207,000*

)- !g.15g 202,000*

※�三島駅発着料金4,000円引き、新富士駅発着料金
1,500円引き、掛川駅発着料金3,000円増し、浜松駅
着料金4,000円増し

1

静岡県内新幹線駅（静岡駅10：25〜11：25）
##（新幹線・指定席）##東京駅##（北海道
新幹線／グランクラス）##新函館北斗駅
＝（送迎車）＝函館大沼プリンスホテル【泊】 
フランス料理のご夕食

朝 昼 夕

ー軽○

2

ホテル（ゆったり10：00頃）＝◎大沼
国定公園＝●五稜郭タワー（四季海鮮･
旬花にて｢生うに･いか刺し･いくら丼｣
の昼食）＝◎トラピスチヌ修道院＝湯の
川温泉【泊】15：00頃の到着。オリジナル
創作会席料理のご夕食後、世界三大夜景
◎函館山夜景観賞へご案内

○○○

3

ホテル（ゆったり11：00頃）＝◎元町（ハリス
トス正教会･八幡坂散策）＝ベイエリア
◎金森赤レンガ倉庫＝新函館北斗駅
##（北海道新幹線／グランクラス）##
東京駅##（新幹線・指定席）##静岡県内
新幹線駅（静岡駅20：47〜23：00）

○ー軽

望楼NOGUCHI函館／客室一例

弊社
初登場

人気の花火・夏まつり2選
120㎡のスイー
トルーム贅を尽
くした特別空間

新
コース

出発日 旅行代金�大人（お一人様）
2〜4名様1室　税込

(-26h 80,990*

新
コース

コースＮＯ
11-1042-0026

詳しくはこちら ↑
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１

静岡空港（7：35～9：00発）s〈FDA〉s福岡
空港＝◎唐戸市場にて自由昼食＝○関門橋
＝◎秋吉台＝●秋芳洞＝湯田温泉【泊】 ※湯田
温泉最高地上38mの屋上露天風呂をお楽し
み下さい！ ※ご夕食は和洋会席をご賞味。

朝 昼 夕

ー ー○

２

湯田温泉＝●錦帯橋＝◎津和野（殿町
の見学と名物の津和野寿司の昼食）＝
◎松下村塾・松陰神社＝◎萩武家屋敷
＝萩･千春楽温泉【泊】 ※露天風呂と館内
の萩焼美術館もお楽しみ下さい。

○○○

3

萩温泉＝◎村田蒲鉾店＝◎絶景･元乃
隅神社＝◎絶景角島大橋＝◎絶景壇之浦
PAより関門橋を眺望＝◎門司港レトロ
自由昼食＝◎太宰府天満宮＝福岡空港s

〈FDA〉s静岡空港（19：55～21：20着）

○ ー ー

話題の絶景スポット「角島大橋」「元乃隅神社」「関門橋」
特別天然記念物秋芳洞・３つの絶景橋角島大橋･日本三名橋錦帯橋･関門橋

温泉2泊 湯田温泉･萩の千春楽温泉に泊まる ！
の街  萩・山陰の小京都  津和野 3日間

コースＮＯ
11-1042-0022

詳しくはこちら ↑

FDA特集

静
岡
空
港
か
ら
行
く
F
D
A
特
集
3
コース

温泉2泊･阿蘇内牧温泉と天草松島温泉に泊まる!
絶景の高千穂峡･阿蘇･通潤橋･天草五橋をお楽しみ下さい！

ノーザンホースパークや白い恋人パーク等、話題のパークと小樽の朝市観光付！

400年のものがたり 熊本城天守閣
絶景の高千穂・阿蘇・天草五橋 3日間

一度は泊まりたい「登別温泉」にもご宿泊
名湯 登別温泉とロマンチック小樽 3日間

コースＮＯ
11-1042-0021

コースＮＯ
11-1042-0028

１静岡空港（14：30発）s〈FDA〉s
熊本空港＝阿蘇内牧温泉【泊】

朝 昼 夕

ー ー○

２

ホテル＝◎高千穂峡（昼食）＝◎通潤橋
＝○天草五橋（天門橋）＝○天草五橋

（大矢野橋）＝○天草五橋（中の橋）＝
○天草五橋（前島橋）＝○天草五橋

（松島橋）＝天草松島温泉【泊】

○○○

3
ホテル＝◎松島展望台＝○天草パール
ライン＝●熊本城…（昼食）＝●水前寺成
趣園＝●四つ御廟（ガラシャ夫人の墓）＝
熊本空港s〈FDA〉s静岡空港（18：10着）

○○ ー

１
静岡空港（11：45発）s（FDA）s新千歳空港＝●ノーザンホース
パーク（馬とふれ合えるテーマパーク）＝◎白老たまごの里 
マザーズ＝＝◎登別地獄谷（見学）＝登別温泉【泊】17:10頃。
名湯温泉でごゆっくりお過ごしください。

朝 昼 夕

ー ー○

２

ホテル＝◎洞爺湖サイロ展望台（見学）＝◎中山峠（羊蹄山を眺望と
名物ぶた丼定食の昼食）＝◎白い恋人パーク（名菓のお買い物、
有料エリアは各自払い）＝〇札幌市内（札幌時計台･大通り公園･
旧道庁等を車窓にて見学）＝◎小樽（小樽運河や北一硝子等各自
散策）＝小樽市内【泊】17：00頃。ロマンチックな小樽の夜を各自
にてご夕食をお召し上がりください。宿は大浴場完備です。

○○ ー

3 ホテル＝◎小樽朝市「南樽市場」（約80分見学）＝新千歳空港s
（FDA）s静岡空港（14：00） ○ ー ー

※1名様1室16,000円増し　※小人（3才〜11才）3,000円引き
燃油特別付加運賃含みます

燃油特別付加運賃含みます

燃油特別付加運賃含みます

催12名様　食 朝2回、昼2回、夕2回付　添初日熊本空港から
最終日熊本空港まで同行　泊 ①阿蘇ホテル（和）、又は同等クラス 
②松島観光ホテル岬亭（和・洋〈ツイン・トリプル〉）、又は同等
クラス　バ宅麻観光同等

催12名様　食 朝2、昼1、夕1回付　添初日新千歳空港から
最終日新千歳空港で同行　泊 ①登別万世閣（和・洋〈ツイン・
トリプル〉）　②オーセントホテル小樽（洋室〈ツイン・トリプル〉）

バス座席他グループ
との相席なし

バス座席他グループ
との相席なし

出発日 　キャンセル待ち受付中 大人（お一人様）
2〜3名様1室　税込

'- 17a
)- 11a 10-20g 73,900*

(- #f.25g 10-)a 77,900*
)- 20d 69,900*

出発日 大人（お一人様）
2〜4名様1室　税込

'- 19d 93,900*
(- 23d 99,900*
(- 30d 89,900*
)- &d.14f 87,900*

連休

詳しくはこちら ↑

詳しくはこちら ↑

阿蘇ホテル 松島観光
ホテル岬亭

1泊目
阿蘇内牧温泉

2泊目
天草松島温泉

※同等クラス利用の場合がございます。露天風呂 露天風呂

絶景
高千穂峡

神
話
に
彩
ら
れ
た

峡
谷
は
神
秘
的
な

美
し
さ
で
す

角島大橋

催 12名様　食 朝2、昼1、夕2回付　添 初日福岡空港から最終日福岡空港まで同行
泊 ①湯田温泉 ホテルニュータナカ（和・洋〈ツイン・トリプル〉）、又は同等クラス
②萩･千春楽温泉千春楽（和･和洋）、又は同等クラス　バ柳城観光同等

※1名様1室12,000円増し　※小人（3〜11歳）3,000円引き
※�福岡空港使用料は別途必要です。大人220円、小人100円

出発日 　催行決定
大人（お一人様）

2〜3名様1室　税込
'- 17a         (- &j 89,900*
(- 22s )-!g.25a 79,900*
10- &g.23a 87,900*

日本の橋ランキング第1位に（トリップアドバイザー）
選ばれた絶景・絶景角島大橋

ホテルニュータナカ 千春楽2泊目
萩温泉

1泊目
湯田温泉

露天風呂 ※同等クラス利用の場合がございます。

屋上 
露天風呂

露天風呂

※1名1室21,000円増し ※小人（3〜11歳）3,000円引き
※ 新千歳空港施設使用料540円（往復）を別途徴収

させて頂きます。バス座席他グループとの相席なし

◆ ノーザンホースパークや白い恋人パーク 
（有料エリア別途料金）等や小樽
の朝市観光付。
◆ 日本有数の温泉地名湯「登別温泉」

ご宿泊。
◆ 「小樽」にご宿泊なので、夜の小樽

の雰囲気も堪能頂けます
◆ 最終日に「小樽の朝市」に立寄ります。

ポイント1泊目 登別万世閣 2泊目 オーセントホテル小樽

露天風呂 ロビー

洞爺湖サイロ展望台小樽

バス
ガイド同行

バス
ガイド同行

バス
ガイド同行

新
コース

連休
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