
※太陽の塔のイメージです。 ※太陽の塔内部のイメージです。※太陽の塔のイメージです。 ※太陽の塔内部のイメージです。

兵庫県

鳥取県

大阪府 大阪府 大阪府

京都府

15,800円15,800円

12,800円12,800円

11,800円11,800円

9,800円

9,800円9,800円
9,800円9,800円

2019 年

Happy To
ur

7/28（日）
8/　4（日）
8/18（日）
9/15（日）
9/22（日）

7/28（日）
8/　4（日）
8/20（火）
9/14（土）
9/29（日）

7/28（日）
8/　4（日）
8/18（日）
9/　1（日）
9/15（日）

8/30（金）
9/　7（土）
9/14（土）
9/23（月）

8/30（金）
9/　7（土）
9/14（土）
9/23（月）

8/　3（土）

8/　3（土）9/14（土）
9/22（日）

※須磨離宮公園のイメージです。※須磨離宮公園のイメージです。

※明石魚の棚のイメージです。※明石魚の棚のイメージです。

笑いの殿堂なんばグランド花月
大阪ミナミ/フリータイム

ホテル阪急エキスポパークのランチバイキング&
太陽の塔内部見学&
　万博公園エキスポシティ/フリータイム

「令和」改元記念
皇室ゆかりの地をめぐる京都の旅

京セラドーム大阪 /内野A席で見る
デーゲーム プロ野球公式戦
  オリックス・バファローズ VS埼玉西武ライオンズ

至高の神戸牛ステーキ・
しゃぶしゃぶ付会席 in 有馬温泉

大江ノ郷自然牧場と梨狩り
みなとこうべ
海上花火大会

ナチュラルリゾート

兵庫県

※イメージです。※イメージです。

※エキスポシティのイメージです。※エキスポシティのイメージです。

※京セラドーム大阪のイメージです。

※京セラドーム大阪のイメージです。

※京セラドーム大阪のイメージです。

※京セラドーム大阪のイメージです。

※醍醐寺のイメージです。

※平安神宮のイメージです。

※醍醐寺のイメージです。

※平安神宮のイメージです。

9,800円9,800円

※みなとこうべ海上花火大会のイメージです。※みなとこうべ海上花火大会のイメージです。

※食事のイメージです。※食事のイメージです。

※食事のイメージです。※食事のイメージです。

12,800円12,800円

9/12（木）
9/16（月）
9/23（月）

自由食

©YOSHIMOTO KOGYO©YOSHIMOTO KOGYO

©YOSHIMOTO KOGYO©YOSHIMOTO KOGYO

高知県
徳島県

ぶりくじ
1回付

※むろと廃校水族館のイメージです。※むろと廃校水族館のイメージです。

※ぶりくじ景品のイメージです。ハズレなし！

室戸一周の旅 むろと廃校水族館と

　　　    鯨館～鯨資料館～の旅

※食事のイメージです。※食事のイメージです。

※梨狩りのイメージです。※梨狩りのイメージです。

　 の
キャンペーン実施‼6名様以上でお申し込みの方はポイント２倍のグループ特典‼

※むろと廃校水族館のくじは4等～特等まで
　あり、すでに１万５千回以上も引かれて
　いる大人気のくじ

※むろと廃校水族館のイメージです。※むろと廃校水族館のイメージです。

琴平 7:30 発 =各地=坂出=瀬戸大橋=大江ノ郷自然牧場
（食事 /ビュッフェ）=はっとうフルーツ観光園（梨狩り /
園内食べ放題）=瀬戸大橋 =坂出=各地=琴平 19:10 着

琴平 6:00 発 =各地=坂出=明石大橋=須磨離宮公園（上皇陛下御成婚記念により開園）=有馬温泉
（入浴＆食事 /神戸牛の会席）=明石魚の棚= 明石大橋=坂出=各地=琴平 19:30 着

※荒天により花火大会中止の場合は、運行途中でも催行中止と
　します。（その場合、旅行代金は全額ご返金いたします。）

※食事のイメージです。※食事のイメージです。

※食事会場のイメージです。※食事会場のイメージです。

坂出 7:00 発 =各地=琴平=道の駅『南国風良里』=道の駅『キラメッセ室戸』（食事 /鯨館
ー鯨資料館ー）=室戸岬・中岡慎太郎像 =むろと廃校水族館（ぶりくじ 1 回付）=道の駅
『日和佐』=坂出=各地=琴平 20:50 着

琴平 6:20又は 8:20発=各地=坂出=明石大橋=ホテル
阪急エキスポパーク『ヴェルデ』（食事 /ランチバイキング）
=万博記念公園（太陽の塔内部・EXPO,70パビリオン見学）…
……エキスポシティ（フリータイム /約 2時間）= 明石大橋=
坂出=各地=琴平 21:30又は 23:30着
※太陽の塔入場予約時間により行程の順序や滞在時間が変更になる場合があります。

琴平 7:50 発 =各地=坂出=明石大橋=京セラドーム大阪
野球観戦（食事 /お弁当・お茶付、試合開始 14:00～、試合
終了の 30分後に集合）= 明石大橋=坂出=各地=琴平 22:45 着
※帰着時間は試合終了時間により変更されます。

琴平 7:30 発 =各地=坂出=明石大橋=なんばグランド花月
（食事 /お弁当・お茶付）…大阪ミナミ（なんば、道頓堀等
で約 2.5 時間フリータイム）= 明石大橋 = 坂出 = 各地 =
琴平 22:45 着 出発予定時間　9/12琴平 6:20発、9/16 ・9/23琴平 8:20発

琴平 13:00 発 =各地=坂出=明石大橋=神戸中華街・南京町
（散策・夕食フリー）=みなとこうべ海上花火大会（約１万発の
花火を特別観覧席のイス自由席にてご覧ください）=明石大橋
=坂出=各地=琴平 1:00 着

琴平 5:30 発 =各地=坂出=明石大橋=醍醐寺（醍醐天皇の
祈願寺）=泉涌寺（皇室の菩提寺）=ホテル平安の森京都
（食事 /ランチバイキング）=平安神宮（平安京の象徴）=二条城
（皇室の離宮）= 明石大橋=坂出=各地=琴平 21:10 着



※伊勢神宮のイメージです。※伊勢神宮のイメージです。

※おかげ横丁のイメージです。※おかげ横丁のイメージです。

兵庫県

※食事のイメージです。（ハンバーグ）※食事のイメージです。（ハンバーグ）
※食事のイメージです。（魚のポワレ）※食事のイメージです。（魚のポワレ）

※UCCコーヒー博物館のイメージです。※UCCコーヒー博物館のイメージです。

9,800円9,800円

7/28（日）
8/25（日）
9/　1（日）
9/　8（日）

※食事のイメージです。※食事のイメージです。

琴平 6:30 発 =各地=坂出=明石大橋
=UCCコーヒー博物館=野菜ビストロ
レギューム（食事）=ハーバーランド
（約 1.5 時間）= 明石大橋 = 坂出=
各地=琴平 19:20 着
※昼食のメイン料理は魚のポワレかハンバーグを予約時に選んで頂きます。

・各地＝ 76 金倉寺＝ 77 道隆寺＝ 78 郷照寺＝ 79 天皇寺＝ 80 国分寺＝
　81 白峰寺＝【昼食】= 82 根香寺＝ 84 屋島寺＝ 83 一宮寺 ＝各地

・各地＝ 66 雲辺寺【ロープウェイ利用】＝ 67 大興寺＝ 68 神恵院・ 69 観音寺＝【昼食】＝
 　70 本山寺  ＝ 71 弥谷寺【登山バス利用】＝ 73 出釈迦寺＝ 72 曼荼羅寺＝ 74 甲山寺＝
 　75 総本山善通寺=各地

昼食付き
（登山バス・
タクシー代含む）

昼食付き
（ロープウェイ・
登山バス代含む）

昼食付き

 高野山 西南院
℡0736-56-4635

1 泊 2日 4食付き
（ケーブル代・拝観料含む）

申込金2,000円

申込金2,000円

申込金2,000円

申込金5,000円

7月21日（日）
本四国6ヶ所

9月15日（日）
本四国10ヶ所

10月27日（日）
本四国9ヶ所
11月16日（土）
　  ～17日（日）
本四国4ヶ所　
高野山奥之院

・各地＝ 85 八栗寺【ケーブル利用】＝ 86 志度寺＝ 87 長尾寺＝88 大窪寺
　【昼食】＝高野山【泊】
・宿坊＝高野山（奥の院・大塔伽藍・金剛峯寺）【昼食・買物】＝道の駅万葉
  の里＝各地

24,800円

9,000円

7,800円

6,500円

旅行代金には納経料は含みません。
納経料は1ケ寺につき白衣200円、
帳面300円、軸500円です。

全コースガイドは乗車いたしません。

・各地＝ 60 横峰寺【登山バス利用】＝ 61 香園寺＝62 礼拝所【昼食】＝
　 63 吉祥寺＝ 64 前神寺＝ 65 三角寺【タクシー利用】＝各地

徳島県

兵庫県兵庫県 三重県

京都府
昼食自由食
夕食付

自由食
高知県
自由食

8/10（土）
8/11（日）
8/12（月）

楽しく学ぶ神戸税関見学と

須磨海浜水族園
宝塚歌劇 
　　　　　観劇日帰りツアー

※食事のイメージです。※食事のイメージです。

※須磨海浜水族園のイメージです。

8,800円8,800円

9,800円

9,800円9,800円

9,800円

7/14（日）
7/28（日）
8/　4（日）
8/18（日）
9/　1（日）
9/15（日）
9/22（日）

7/22（月）
8/　8（木）
8/23（金）
9/　3（火）

7/22（月）
8/　8（木）
8/23（金）
9/　3（火）

8/14（水）
8/15（木）
8/16（金）

星組公演
8/　3（土）

三井住友VISAカードシアター
Musical『A Fairy Tale-青い薔薇の精-』
三井住友VISAカードシアター　レビューロマン『シャルム！』

花組公演
9/　8（日）

日本オーストリア友好150周年
ミュージカル『I AM FROM AUSTRIA-故郷は甘き調べ-』

月組公演

星組公演

花組公演

月組公演
10/13（日）

ミュージカル・フルコース「GOD OF STARS-食聖-』
スペース・レビュー・ファンタジア
『Eclair Brillant（エクレールブリアン）』

ふるさと しら

9,800円6,800円

8/12（月）
8/13（火）
8/14（水）
8/15（木）

土佐の祭り
高知よさこい祭り
土佐の祭り
高知よさこい祭り

（夜の部観覧）（夜の部観覧）

日本の祭り 徳島の祭り
阿波おどり
日本の祭り 徳島の祭り
阿波おどり

13,800円13,800円

17,000円
17,500円
17,000円
17,500円

※伏見稲荷大社のイメージです。

※清水寺のイメージです。

※伏見稲荷大社のイメージです。

※清水寺のイメージです。

※神戸税関のイメージです。 ※中華街のイメージです。

※須磨海浜水族園のイメージです。

※中華街のイメージです。

※よさこい祭りのイメージです。

※よさこい祭りのイメージです。

※よさこい祭りのイメージです。

※よさこい祭りのイメージです。

※よさこい祭りのイメージです。

※よさこい祭りのイメージです。

※阿波おどりのイメージです。※阿波おどりのイメージです。 ※阿波おどりのイメージです。※阿波おどりのイメージです。

星組・花組
月組

京都の夏の風物詩 清水寺ライトアップと
　　千本鳥居の伏見稲荷大社

※旅行代金にはシャトルバス乗車料金（200円）は含まれていません。
　各自のりばでお支払いただきます。

【桟敷席のご案内】
有料演舞場にて 1部（18:00～20:00）をＳ指定席で観覧頂きます。
観覧後は演舞場近くのシャトルバスのりばから貸切バス駐車場へ各自シャトル
バスでお帰り頂きます。 【桟敷席のご案内】

追手筋本部競演場にて夜の部（17:45～21:30）を指定席で、観覧
いただきます。

両参りの旅

令和元年に参拝する
伊勢神宮 外宮 内宮
                 両参りの旅

坂出 13:30 発 =各地=琴平=高知よさこい祭り（桟敷席で
ご観覧）=琴平=各地=坂出 0:50 着

琴平 13:30 発 =各地=坂出=徳島・阿波おどり会場（桟敷席でご観覧）
=坂出=各地=琴平 23:50 着
 

琴平 10:00 発 =各地=坂出=明石大橋=伏見稲荷大社
=きょうと和み館（食事）=清水寺（夜間特別拝観）
= 明石大橋=坂出=各地=琴平 1:25 着
※清水寺は平成大修理中です。

琴平7:00 発 =各地=坂出=明石大橋=神戸税関（案内人付
見学）=南京町（食事）=須磨海浜水族園（約 2時間）= 明石
大橋=坂出=各地=琴平 19:30 着

琴平 5:00 発 =各地=坂出=明石大橋=伊勢外宮=伊勢内宮
（食事＆おかげ横丁散策 /約 2.5 時間）=明石大橋=坂出=
各地=琴平 21:00 着

琴平 6:00 発 =各地=坂出=明石大橋=宝塚大歌劇場
（11:00 公演 S 指定席　食事 / 弁当　終演後宝塚グッズ
ショッピング）=明石大橋 =坂出 =各地=琴平 19:30 着

月曜日から金曜日に受付いたします。

ハーバーランド

薬膳師と行く薬膳ツアー
人気のビストロランチと
　　　　  ハーバーランド


