
（イメージ/XM）（イメージ/XM）

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

1・3　　　万円1・3　　　万円1・3　　万円現地ガイドが
ご案内!
現地ガイドが
ご案内!
現地ガイドが
ご案内!
現地ガイドが
ご案内!

［京阪神発着］4020103-301手10（コースNo.-     ）エスコートBⅠ T
おとなび・ジパング俱楽部会員様以外も

同額でご参加いただけます。

ƒ
∫
ƒ

日
帰
り

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/乗り物観光　
新大阪（8：40～9：10）a新神戸（8：50～
9：20）a〈Åひかり〉a福山a〈▢普〉a尾道…
尾道（現地ガイドと約2㎞の古寺・文学散策ウォ
ーキング/持光寺…天寧寺…山麓（さんろく）駅
j〈千光寺ロープウェイ〉j山頂駅…千光寺公
園…千光寺/約120分）…尾道ええもんや（松
花堂弁当の昼食/約50分）…尾道港hgh向
島港……向島（現地ガイドの案内で昭和の雰
囲気を残す町並みを散策/約40分）…向島港
hgh尾道港…尾道（日本遺産の街を各自散
策/約60分）…尾道a〈▢普〉a福山a新神戸
（17：50～19：00）a新大阪（18：00～19：10）

■　　　　  　

日帰り

13,000円
出発日 は催行確定日

6月18日（土）、7月13日（水）

旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］
■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください
□催15名□添 同行します。※福山駅⇔尾道駅間は普通車・自由席利用とな
り、ご着席いただけない場合がございます。※尾道は「坂の町」と呼ばれるほ
ど坂道や階段が多いエリアです。歩く機会の多いコースとなります。履き慣れ
た靴、歩きやすい服装でご参加ください。※幼児の同伴はできません。

尾道尾道

向島の海辺向島の海辺

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。
※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。

添乗員
同行

DM05-01問合せ番号

日帰り 日帰り

1・5　　　万円1・5　　　万円1・5　　万円

手10（コースNo.-     ）エスコートBⅠ WK

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください
□催15名□添 同行します。□ガ 乗務しません。□バ 備北バス又は山陽エ
リア利用バス会社（当社基準）。※岡山駅⇔備中高梁駅間は普通
車・自由席利用となり、ご着席いただけない場合がございます。当コー
スのバスは小型バスとなります。※幼児の同伴はできません。

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］
■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］

■　　　　  　

日帰り

15,000円

出発日 は催行確定日

                  旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
おとなおひとり様］普通車・指定席※一部区間は自由席
新大阪駅発着

おとなび・ジパング俱楽部会員以外の
お客様（おとなおひとり様） 旅行代金より、1,000円増

日
帰
り

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場観光　

新大阪（7：00～8：00）a新神戸（7：10～8：10）
a〈Åこだま〉a岡山a〈▢普〉a備中高梁d備中
松山城（天守が残る日本で唯一の山城。江戸時
代から残る「現存天守12城」のひとつを現地ガ
イドがご案内/約90分）d和味の宿ラ・フォーレ
吹屋（べんがら御膳の昼食/約50分）…吹屋（改
修を終え7年ぶりに蘇った「旧吹屋小学校」、
「ジャパンレッド」発祥の地といわれるベンガラ
色の町並みをガイドがご案内/約90分）d備中
高梁a〈▢普〉a岡山a〈Åひかり〉a新神戸
（18：50～19：50）a新大阪（19：00～20：00）

ƒ
∫
ƒ

［京阪神発着］4020103-306

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

6月14日（火）・19日（日）
7月12日（火）
8月2日（火）・31日（水）

現役当時
日本最古級の
木造校舎を
地元ガイドが
ご案内!!

現役当時
日本最古級の
木造校舎を
地元ガイドが
ご案内!!

現役当時
日本最古級の
木造校舎を
地元ガイドが
ご案内!!

現役当時
日本最古級の
木造校舎を
地元ガイドが
ご案内!! 備中松山城備中松山城

旧吹屋
小学校
旧吹屋
小学校

ご開帳
6月29日
まで!

ご開帳は
6月29日
まで!

ご開帳
6月29日
まで!

ご開帳は
6月29日
まで!

［京阪神発着］4020102-□→033：2名以上1室 034：1名1室手17 Ka（コースNo.-　）エスコートBI

1

■旅程 青文字/下車観光

2

大阪（7：35～8：45）a新大阪（7：40～8：50）a京都（8：05～9：15）a〈ıサンダーバード〉a金沢a〈Åはく
たか〉a上越妙高d戸隠神社 中社（五社からなる戸隠神社のひとつ。社殿の龍の天井絵からは、パワーが降り
注ぐといわれている。各自自由参拝&散策/約60分）d松代温泉〔泊〕（17：15頃）
お宿（8：45頃）d小布施（葛飾北斎が数多くの作品を残した町。江戸情緒に大正モダンが融合した風情ある町
並みを自由散策/約90分）d淵之坊（精進料理の昼食/約60分）…善光寺㊟（七年に一度の善光寺前立本尊御
開帳。内々陣を公認案内人同行で参拝/約90分）d上越妙高a〈Åはくたか〉a金沢a〈ıサンダーバード〉
a京都（20：50～22：10）a新大阪（21：15～22：35）a大阪（21：20～22：40）

ƒ∂ç

å∫ƒ

15名　　同行します。　　乗務しません。　　頸城自動車又は甲信越エリア
利用バス会社（当社基準）。㊟別途、参拝料・法要料が必要です。当日の善光寺の混雑状況によっては長時間お待ちいただく場合や行
程の順番を入れ替えてご案内する場合がございます。回向柱は混雑時、触れられない場合がございます。

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください

　［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］
　4名１室利用の場合

■旅行代金
　［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］
　4名１室利用の場合

露天のみ

©善光寺（イメージ）©善光寺（イメージ）

［京阪神発着］4020105-□→102（103：同伴幼児専用）
手10（コースNo.-     ）エスコートBⅠ WK

［京阪神発着］4020106-306手10（コースNo.-     ）エスコートBⅠ O

（イメージ）（イメージ）（イメージ）

2日目のご昼食は
ご当地メニュー
ごぼう麺御膳!

2日目のご昼食は
ご当地メニュー
ごぼう麺御膳!

2日目のご昼食は
ご当地メニュー
ごぼう麺御膳!

2日目のご昼食は
ご当地メニュー
ごぼう麺御膳!

元乃隅神社元乃隅神社 角島角島

［京阪神発着］4020102-□→019：2名以上1室 020：1名1室
4020106-□→051：2名以上1室 052：1名1室（7/15、8/2・21発）

手17 T（コースNo.-　）エスコートBI

（イメージ/XM）（イメージ/XM） （イメージ/XM）（イメージ/XM）

おとなび・ジパング俱楽部会員様以外も同額でご参加いただけます。
※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは下記をご覧ください。※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは下記をご覧ください。

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは下記をご覧ください。※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは下記をご覧ください。

4・0　　　万円4・0　　　万円4・0　　 万円

1

■旅程 青文字/下車観光

2

新大阪（7：50～8：50）a新神戸（8：00～9：00）a〈山陽新幹線〉a新山口d下関市内（ふくづくし膳の昼食/約
50分）d角島（つのしま）（角島大橋とコバルトブルーの海のコントラスト/約30分）d元乃隅（もとのすみ）神社
（１２３基の鳥居が100メートル以上にわたって並ぶ景色は圧巻/約30分）d萩市内〔泊〕（16：30頃）

お宿（8：30頃）d 松下村塾（しょうかそんじゅく）（明治維新の先覚者 吉田松陰が主宰した私塾/約40分）d村田
蒲鉾店（山口・萩の伝統的なかまぼこを取りそろえたお土産店/約20分）d 萩城下町（白壁となまこ壁や黒板塀が
美しい江戸時代の町並み/約60分）d秋吉台（展望台から日本最大級のカルスト台地見学。ごぼう麺御膳の昼食/約100分）
d瑠璃光寺（日本三名塔のひとつに数えられる国宝の五重塔/約40分）d防府（ほうふ）天満宮（日本三大天神のひとつ/約
40分）d新山口a〈山陽新幹線〉a新神戸（19：20～20：40）a新大阪（19：30～20：50）

ƒ∫ç

å∫ƒ

世界遺産
世界遺産

15名　　同行します。　　乗務しません。　　サンデン観光バス又は山陰・山
陽エリア利用バス会社（当社基準）。
共通注意事項に関しましては下記をご覧ください

宿泊 萩市内［山口県］

千春楽
●和室 バス・トイレ付
●夕食：宴会場又は
　レストラン（和会席） 
●朝食：宴会場又は
　レストラン（和定食）
　※食事場所は選べません。

加温・循環

添乗員
同行

DM05-02問合せ番号

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

おとなび・ジパング俱楽部会員様以外も同額でご参加いただけます。

宿泊 土佐中村［高知県］
新ロイヤルホテル
四万十
●洋室 バス・トイレ付
●夕食：レストラン又は
　宴会場（和会席）
●朝食：レストラン
　（和洋バイキング）
※食事場所は選べません。

岡山⇔高知間は
特急「南風」に
乗車

岡山⇔高知間は
特急「南風」に
乗車

岡山⇔高知間は
特急「南風」に
乗車

岡山⇔高知間は
特急「南風」に
乗車

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］3名１室利用の場合
■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］3名１室利用の場合

出発日 1名1室

46,000円

2名1室

42,000円

3名1室

40,000円

■　　　　　旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］普通車・指定席新大阪駅発着

1

■旅程 青文字/下車観光

2

新大阪（7：00～8：00）a新神戸（7：10～8：10）a〈Åひかり〉a岡山a〈ı南風〉a高知d中津渓谷㊟（仁淀ブ
ルーと美しい森や岩に囲まれた絶景を現地ガイドとともに散策/約90分）d土佐中村〔泊〕（17：30頃）

お宿（8：00頃）d佐田の沈下橋（四万十川最長の沈下橋/約20分）d柏島（透明度の高いブルーの幻想的な
海/約30分）d足摺グランドレスト（かつおのタタキ定食の昼食/約60分）d足摺岬（太平洋に突き出た足摺半
島の先端の岬/約30分）d高知a〈ı南風〉a岡山a〈Åこだま〉a新神戸（20：20～21：10）a新大阪
（20：30～21：20）

ƒ∂ç

å∫ƒ

15名　　同行します。　　乗務しません。　　高知駅前観光又は四国エリア
利用バス会社（当社基準）。※1日目の昼食は南風車内でのお弁当となります。㊟中津渓谷へは最寄りの大型バス乗降場所より坂道を
約15分程度歩く場合がございます。

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください

加水・加温・
循環・消毒殺菌

6月16日（木）・20日（月）、7月4日（月）
8月1日（月）・4日（木）・28日（日）

柏島柏島

※本コースは船の乗船は
　ありません。
※本コースは船の乗船は
　ありません。
※本コースは船の乗船は
　ありません。

添乗員
同行

DM05-03問合せ番号

添乗員
同行

DM05-04問合せ番号

新大阪駅発着
日
帰
り

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/乗り物観光　

京都（7：32）a〈ıきのさき1号〉a城崎温泉
…城崎温泉街（城崎温泉自由散策と昼食／
約200分）…城崎温泉a〈兵庫たじまの宝箱〉
a佐津a香住a餘部駅（空の駅「余部鉄橋」を
散策／約30分）a城崎温泉a〈ıきのさき20
号〉a京都（19：09）

■　　　　  　

日帰り

12,000円
出発日 は催行確定日

旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
おとなおひとり様］普通車・指定席

■旅行代金
　［おとなび・
　ジパング俱

■旅行代金
　［おとなび・
　ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。
※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。

日帰り

日帰り

1・5　　　万円1・5　　　万円1・5　　万円
■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］
■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］

■　　　　  　

日帰り

15,000円
出発日 は催行確定日

                  旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　　　　　　おとなおひとり様］普通車・指定席
三宮駅発着

日
帰
り

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場観光　

三宮（13：40発）d中突堤hgh（観光型高速
クルーザー「シースピカ」で優雅なクルージン
グ/約60分）hgh翼港（15：30着）d淡路ハ
イウェイオアシス（散策とお買い物/約40分）
dオーシャンテラス（サンセットと淡路牛を楽し
む優雅な夕食/約80分）d三宮（20：00頃着）

ƒ
ƒ
ç

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

神戸～淡路島間を
期間限定で
運航！

神戸～淡路島間を
期間限定で
運航！

神戸～淡路島間を
期間限定で
運航！

神戸～淡路島間を
期間限定で
運航！

1・2　　　万円1・2　　　万円1・2　　万円
11種の海の幸が
つまった海鮮丼の
ご昼食付！

11種の海の幸が
つまった海鮮丼の
ご昼食付！

11種の海の幸が
つまった海鮮丼の
ご昼食付！

11種の海の幸が
つまった海鮮丼の
ご昼食付！

SEA SPICASEA SPICA

1・8　　　万円1・8　　　万円1・8　　 万円3・7　　　万円3・7　　　万円3・7　　 万円

添乗員
同行

添乗員
同行

DM05-05問合せ番号

おとなび・ジパング俱楽部会員様以外も同額でご参加いただけます。

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。
　詳しくは下記をご覧ください。
※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。
　詳しくは下記をご覧ください。

宿泊  松代温泉［長野県］

ロイヤルホテル長野

DM05-06問合せ番号

「岡山ばら寿司」の
車内特製弁当付！
「岡山ばら寿司」の
車内特製弁当付！
「岡山ばら寿司」の
車内特製弁当付！
「岡山ばら寿司」の
車内特製弁当付！

DM05-07問合せ番号

添乗員
同行

日帰り

添乗員
同行

DM05-08問合せ番号

京都駅発着

●洋室又は和室又は和洋室 バス・トイレ付
●夕食：宴会場（信州ディナーバイキング）
●朝食：レストラン又は宴会場（バイキング）
　※部屋タイプ、食事場所は選べません。

露天のみ

城崎温泉城崎温泉城崎温泉城崎温泉
観光列車観光列車観光列車観光列車

貸切
運行
貸切
運行
貸切
運行
貸切
運行

「うみやまむすび」
車両で走る
「うみやまむすび」
車両で走る
「うみやまむすび」
車両で走る
「うみやまむすび」
車両で走る

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください
□添 同行します。 □ガ 乗務しません。※同伴される幼児は無料です。
お申込み時にお知らせください。

ƒ
∫
ƒ

あまるべ

「兵庫たじまの宝箱」「兵庫たじまの宝箱」「兵庫たじまの宝箱」「兵庫たじまの宝箱」

7月3日（日）・18日（月・祝）

日
帰
り

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/乗り物観光　
新大阪（8：40～9：40）a新神戸（8：50～9：55）
a〈Åのぞみ〉a岡山a〈観光列車SAKU美
SAKU楽/車内で特製弁当をご用意〉a津山d
特別史跡旧閑谷学校（「庶民のための学校」とし
て日本ではじめて創建された学校をガイドがご
案内/約60分）d桃茂実苑観光農園（7月出発
はフルーツ王国岡山県産の桃をおひとり様おひ
とつ、9月出発はピオーネをおひとり様一房お持
ち帰り用にご用意。その他お買い物などをお楽
しみください/約40分）d岡山a〈Åひかり又は
こだま〉a新神戸（19：20～20：20）a新大阪
（19：30～20：30）

■　　　　  　

日帰り

18,000円

旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員

出発日 は催行確定日

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。
※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。

新大阪駅発着
共通注意事項に関しましては下記をご覧ください
□催15名□添同行します。□ガ乗務しません。□バ中国ジェイアールバス
又は山陽エリア利用バス会社（当社基準）。※同伴される幼児（列車
のお席・食事を必要とされない）は旅行代金おひとり様1,000円が必
要となります（道路交通法の定めにより、貸切バスでのお席の確保と
シートベルトが必要となります）。お申込み時にお知らせください。※観
光列車の座席のご希望はお受けできません。また、他のお客様と相席
になる場合があります。

「兵庫たじまの宝箱」「兵庫たじまの宝箱」

❶豊岡の伝統工芸品柳行李を意匠化した最中　
❷コウノトリ育むお米で作った幸せのポン菓子
❸梅ごこちストレート　❹養父市名産の大豆八鹿
浅黄スイーツ　❺日本三大ネギ 岩津ネギ佃煮
❻香美町の名品 香住かに寿司　❼但馬の海の幸
2品　❽湯村温泉の荒湯を利用して作った荒湯キ
ャラメルフィナンシェ　❾但馬の地酒1本
10400年の歴史をもつ「朝倉さんしょ」を使用し
たスイーツ

～ 列車内のおもてなし ～～ 列車内のおもてなし ～

7月1日に運行開始の新たな観光列車7月1日に運行開始の新たな観光列車

おとなび・ジパング俱楽部会員様以外も
同額でご参加いただけます。

おとなおひとり様］普通車・指定席※一部区間は自由席

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］
■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］

（イメージ）（イメージ）（イメージ）

おひとり様一房
お持ち帰り付き！
おひとり様一房
お持ち帰り付き！
おひとり様一房
お持ち帰り付き！

おひとり様おひとつ
お持ち帰り付き！
おひとり様おひとつ
お持ち帰り付き！
おひとり様おひとつ
お持ち帰り付き！

桃桃桃7月は ピオーネピオーネ9月は

7月1日（金）

おとなび・ジパング俱楽部会員様以外も
同額でご参加いただけます。

おとなび・ジパング俱楽部会員様以外も
同額でご参加いただけます。

OceanTerraceでご夕食

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

瀬戸内海に
夕日がしずむ
絶景の中で
優雅な
ひとときを…

瀬戸内海に
夕日がしずむ
絶景の中で
優雅な
ひとときを…

ƒ
∂
ƒ

出発日 2名1室3名1室4名1室 1名1室
■　　　　 旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］普通車・指定席大阪駅発着

40,000円39,000円37,000円 45,000円6月23日（木）  

は催行確定日

善
光
寺
前
立
本
尊
御
開
帳

期
間
：
令
和
四
年
四
月
三
日（
日
）〜

　
　

  

六
月
二
十
九
日（
水
）

遠
く
と
も

一
度
は
参
れ

善
光
寺

遠
く
と
も

一
度
は
参
れ

善
光
寺

は催行確定日

仁淀川仁淀川

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

3・　　　3・　　　3・2　　 万円
～3・3　　　万円3・3　　　万円3・3　　 万円

［京阪神発着］　 　　　   4020102-□→621：2名以上1室 622：1名1室
4020106-□→049：2名以上1室 050：1名1室

（6～7月出発）
（8月出発）

手17 Ya（コースNo.-　）エスコートBI

※催行確定日は、ご好評により、キャンセル待ちとなる場合がございます。あらかじめご了承のうえ、お申し込みください。

※備中松山城へは貸切バスでふいご峠まで移動・下車し、そこから
徒歩で移動となります。ふいご峠からお城の本丸付近（標高
487m）へは徒歩約20分（約700m）の舗装された山道となります。

7月3日（日）・ 9日（土）・15日（金）
9月3日（土）・11日（日）・30日（金）

LINE公式
アカウント
友達募集中！

LINE公式
アカウント
友達募集中！
催行確定
情報はこちらで
チェック！！

催行確定
情報はこちらで
チェック！！

おとなおひとり様］普通車・指定席※一部区間は自由席

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

「ホテルグランヴィア岡山」
監修の特製弁当
「岡山ばら寿司」

〈提供：吾妻寿司〉をご用意！

「ホテルグランヴィア岡山」
監修の特製弁当
「岡山ばら寿司」

〈提供：吾妻寿司〉をご用意！

「ホテルグランヴィア岡山」
監修の特製弁当
「岡山ばら寿司」

〈提供：吾妻寿司〉をご用意！

「ホテルグランヴィア岡山」
監修の特製弁当
「岡山ばら寿司」

〈提供：吾妻寿司〉をご用意！

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください
□添 同行します。□ガ 乗務しません。□バ日本交通または近畿エリア利
用バス会社（当社基準）。※シースピカ船内は自由席となります。
※同伴される幼児（食事を必要とされない）は旅行代金おひとり様
1,000円が必要となります（道路交通法の定めにより、貸切バスで
のお席の確保とシートベルトが必要となります）。お申込み時にお知ら
せください。

［京阪神発着］44020157-□→008（058同伴幼児専用）
手10（コースNo.-     ）エスコートBⅠ O

ワクチン
2回接種済み

PCR検査
陰性

の参加者
限定

※個人旅行は除く

又
は

0570-666-631
おとなびジパング予約ダイヤル（おとなび・ジパング商品センター内）
●下記お電話、WEBでご予約ください。

※PHS・一部のIP電話からは 06-6371-1226
10：00～17：00（土・日・祝日も営業）営業時間 おとなび・ジパング商品センター

〒530-8341
大阪市北区芝田 2丁目 4番 2 4号

【特別な配慮を必要とする方の
 お申込みについて】
お客様の状況によっては、当初の
手配内容に含まれていない特別
な配慮、措置が必要になる可能性
があります。特別な配慮・措置が必
要となる可能性がある方は、ご相
談させていただきますので係員に
必ずお申し出ください。

●個人情報の取り扱いについて：当社および販売店は、当旅行の手配・手続きに必要な範囲で個人情報を利用いたします。

会員登録・ご予約は会員登録・ご予約は 日本旅行　おとなび

WEBからもお申込みOK

※営業日・営業時間が変更となる場合がございます。

Go To トラベルの再開発表後、掲載コースがGo To トラベルの条件を満たす場合は、準
備が整い次第、割引支援対象となる出発日をご予約のお客様に個別に通知し、参加条件
等に同意いただけましたら、再開後の割引支援ルールに基づき割引を適用する予定です。
※再開時割引支援の時期・適用条件は、5月15日現在発表されておらず、再開時の適用条件
はこれまでと大きく異なる場合があります。
※Go To トラベル事業が展開されていない場合は、割引支援の適用はありません。
※適用条件によっては、掲載コースが割引支援対象とならない場合があります。

「Go To トラベル」再開時の割引適用について

※お支払い方法は『代金振込』『クレジットカード決済』の2種類があります。ただし、ご出発1ヶ
月以内のお申込みの場合は『クレジットカード決済』のみとなります。

共通の
ご案内

●旅行代金には消費税が含まれております。●詳しい旅行条件につきましては、係員が説明し、書面を交付いたします。事前にご確認の上、お申し込みください。●時刻改正等により、列車名や発着時間・発着駅が変更になる場合があります。●交通機関・現
地事情により発着時刻の変更が生じる場合があります。●天候などの諸事情により行程が変更となる場合があります。●募集中のコースのため、お申込みいただいた時点で満席になっている場合がございます。あらかじめご了承ください。●乗車駅はご予
約時にお申し出ください。●各コースの旅程に記載の途中駅からご乗車の場合、ご乗車いただくまでの経費はお客様負担となります。●各駅の出発時間・到着時間は最終日程表でご確認ください。●相部屋の設定はありません。●花の見頃は、その年の気
象状況等により異なります。出発決定後は見頃の状況にかかわらず催行させていただきますので、あらかじめご了承ください。

　 最少催行人員です　　 添乗員が同行するか同行しないかを記しています 　 バスガイドが乗務するか乗務しないかを記しています
　 貸切バス会社名です。なお、ツアーを運行するバス会社につきましては、日本旅行ホームページの「利用バス会社一覧」に
　 掲載されているバス会社を利用します。 https://www.nta.co.jp/otonavi/pdf/bus_ichiran_otonavi.pdf

●添乗員同行ツアーの各コースの注意事項に表示されている記号は次の通りですaa JR bb 私鉄 dd 貸切バス又はタクシー〈凡例〉
食事条件/ å朝食   ∫昼食   ç夕食   ∂弁当   ƒ食事なし赤文字…入場又は乗り物観光　青文字…下車観光

ı 特急 普通列車Å 新幹線… 徒歩又はお客様ご負担区間 gh船 jロープウェー

西J4020106-306

新型コロナウイルスワクチン2回接種済み、またはPCR検査にて
陰性確認済みの添乗員、バス乗務員が同行します。

【①または②のいずれかの内容を証明できること】
①新型コロナウイルスワクチン2回接種済で、ご出発の前日ま

でに各ワクチンの有効性を得る日数が経過していること
②出発日の3日前以降に採取した検体によるPCR検査結果が陰性であること
（PCR検査の費用はお客様負担となります）
上記①②に加え、当社感染防止対策にご協力いただけること

ツアー参加条件

催行決定日多数！！催行決定日多数！！

天空の山城 7年ぶりに蘇る

とと

2日間

山口の絶景・美景名所
萩の町

まだ見ぬ

山口の絶景・美景名所
萩萩萩の町

まだ見ぬ

山口の絶景・美景名所
萩萩萩の町

まだ見ぬ

山口の絶景・美景名所
萩萩萩の町

まだ見ぬ

とと

世界遺産
30名様以下
貸切バスは

2日間

30名様以下
貸切バスは

仁淀川 四万十川 柏島 足摺岬

個人では行きにくい個人では行きにくい

にに よどよど がわがわ しし まんまん とと がわがわ かしわかしわ じまじま あしあし ずりずり みさきみさき

出発日 1名1室
40,000円

2名1室
34,000円

3～4名1室
32,000円

41,000円35,000円33,000円

■　　　　　旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］普通車・指定席新大阪駅発着

6月18日（土） ・  21日（火）
7月1日（金） ・  7日（木）
7月15日（金）、8月2日（火）・21日（日）

は催行確定日

高知絶景高知絶景高知絶景高知絶景まだ見ぬまだ見ぬまだ見ぬまだ見ぬ

備中松山城備中松山城備中松山城備中松山城 旧吹屋小学校旧吹屋小学校旧吹屋小学校旧吹屋小学校
ベンガラ色に
染まる町並み
ベンガラ色に
染まる町並み
ベンガラ色に
染まる町並み
ベンガラ色に
染まる町並み 吹屋吹屋吹屋吹屋ガイドウォークガイドウォークガイドウォークガイドウォーク ガイドウォーキングガイドウォーキングガイドウォーキングガイドウォーキング

向島散策向島散策向島散策向島散策
古寺・文学散策古寺・文学散策古寺・文学散策古寺・文学散策

尾道尾道尾道尾道を彩るを彩るを彩るを彩る

船で渡るしまなみ海道の玄関口

とと

日本遺産・海辺の町
びっ　  ちゅうびっ　　 ちゅうびっ　  ちゅう ふき　　　やふき　　　やふき　　　や

30名様以下
貸切バスは

2日間

とと

30名様以下
貸切バスは

SEA SPICAで行く淡路島SEA SPICAで行く淡路島SEA SPICAで行く淡路島SEA SPICAで行く淡路島

SAKU美SAKU楽SAKU美SAKU楽SAKU美SAKU楽SAKU美SAKU楽
SAKU美SAKU楽SAKU美SAKU楽

岡山県北を走る岡山県北を走る岡山県北を走る岡山県北を走る

とと

さ く び さ くらさ く び さ くらさ く び さ くら

善光寺前立本尊御開帳善光寺前立本尊御開帳善光寺前立本尊御開帳善光寺前立本尊御開帳
小布施小布施小布施小布施江戸情緒残る町並み江戸情緒残る町並み江戸情緒残る町並み江戸情緒残る町並み

お               ぶ                  せお               ぶ                  せお               ぶ                  せ

ぜん          こう           じ           まえ         だち         ほん        ぞんぜん          こう           じ           まえ         だち         ほん        ぞんぜん          こう           じ           まえ         だち         ほん        ぞん

七年に
一度の盛儀
七年に
一度の盛儀
七年に
一度の盛儀
七年に
一度の盛儀

出発
保証

出発
保証

国生みの島 淡路島

淡路牛淡路牛淡路牛淡路牛 サンセットディナーサンセットディナーサンセットディナーサンセットディナーを愉しむを愉しむを愉しむを愉しむ

20名様以下
貸切バスは

30名様限定
各日



志賀高原ゴールデンライン/東館山ゴンドラ（イメージ）志賀高原ゴールデンライン/東館山ゴンドラ（イメージ）

DM05-15問合せ番号

DM05-14問合せ番号

DM05-13問合せ番号

3日間

1

■旅程

2

3

新大阪（9：45～10：45）aa新神戸（9：55～10：55）aa〈Åこだま〉aa岡山aa

〈ıやくも〉aa米子…〈送迎バスあり㊟〉…大山（だいせん）〔泊〕（15：50頃）

お宿…終日フリータイム…大山（だいせん）〔泊〕
上記のおすすめ観光情報などを活用してお楽しみください。

お宿（10：30頃）…〈送迎バスあり㊟〉…米子a〈ıやくも〉a岡山a〈Åひかり〉
aa新神戸（13：20～15：50）a新大阪（13：30～16：00）

×

夕
×

朝

×
×

朝

夕
×

［京阪神発着］4020104-305手10 T（コースNo.-     ）エスコートBⅠ ［京阪神発着］4020105-302手10（コースNo.-     ）エスコートBⅠ Ya

青文字/下車観光

ƒ
∫
ƒ

日
帰
り

■旅程 はハイキングルート

新大阪（7：30～8：30）a新神戸（7：40～8：40）
a〈Åひかり〉a岡山d毎来寺（住職が般若心経
を彫った版画など約300点を襖絵などに貼った
別名「版画寺」をご住職の案内で見学/約60分）
d里山レストランAelu（地元の新鮮な食材と鏡
野町が誇る特産品のはちみつを使用した和食の
昼食/約60分）d奥津渓（国の名勝に指定され
ている岡山を代表する景勝地。美しい清流と花
崗岩からなる渓谷美を現地ガイドと共に新緑ウォ
ーキング/約4ｋｍ/高低差90m/約90分）d岡山
a〈Åひかり又はこだま〉a新神戸（19：20～
20：20）a新大阪（19：30～20：30）

1・5　　　万円1・5　　　万円1・5　　万円
奥津渓を
知りつくした
地元ガイドが
ご案内

奥津渓を
知りつくした
地元ガイドが
ご案内

奥津渓を
知りつくした
地元ガイドが
ご案内

奥津渓を
知りつくした
地元ガイドが
ご案内

峡谷最奥の
秘境を

プライベートガイドと
散策！！

峡谷最奥の
秘境を

プライベートガイドと
散策！！

峡谷最奥の
秘境を

プライベートガイドと
散策！！

峡谷最奥の
秘境を

プライベートガイドと
散策！！

おとなび・ジパング俱楽部会員様以外も
同額でご参加いただけます。

■　　　　  　

日帰り

15,000円
出発日

旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
おとなおひとり様］普通車・指定席

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］
■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください
□催15名□添 同行します。□ガ乗務しません。□バ 中国ジェイアールバ
ス又は山陽エリア利用バス会社（当社基準）。※ウォーキングを楽し
むコースとなります。履き慣れた靴と歩きやすい服装でご参加くださ
い。※幼児の同伴はできません。

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。
※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。

日帰り 日帰り

1・6　　　万円1・6　　　万円1・6　　万円

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください
□催15名□添 同行します。□ガ 乗務しません。□バ アシナトランジット又
は山陽エリア利用バス会社（当社基準）。※ハイキングを楽しむコース
です。履き慣れた靴と歩きやすい服装でご参加ください。また、幼児の
同伴はできません。

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］
■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　おとなおひとり様］

■　　　　  　

日帰り

16,000円
出発日

                  旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員
　　　　　　おとなおひとり様］普通車・指定席
新大阪駅発着

は催行確定日

7月13日（水）
※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアー
　となります。詳しくは下記をご覧ください。

日本百景の
一つと

される景勝地を
ガイド同行で
ウォーキング!!

日本百景の
一つと

される景勝地を
ガイド同行で
ウォーキング!!

日本百景の
一つと

される景勝地を
ガイド同行で
ウォーキング!!

日本百景の
一つと

される景勝地を
ガイド同行で
ウォーキング!!

添乗員
同行

DM05-11問合せ番号

添乗員
同行

DM05-12問合せ番号

新大阪駅発着

たっぷりのマイナスイオンを浴びるたっぷりのマイナスイオンを浴びるたっぷりのマイナスイオンを浴びるたっぷりのマイナスイオンを浴びる
復路は「のぞみ号」利用でラクラク移動!復路は「のぞみ号」利用でラクラク移動!

ƒ
∫
ƒ

日
帰
り

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光 はハイキングルート

新大阪（8：00～9：00）a新神戸（8：10～9：10）a
〈山陽新幹線〉a福山d休暇村帝釈峡（ご当地のブ
ランド牛「比婆牛」を使った昼食/約50分）d帝釈
峡〈日本百景の一つとされる景勝地をガイド同行で
ハイキング（帝釈峡ハイキングコース/神龍湖や帝
釈川唯一の急流である断魚渓、世界三大天然橋の
ひとつともいわれる雄橋、夏でも涼しい白雲洞を散
策［休暇村帝釈峡…神龍湖d永明寺（えいめいじ）
（駐車場）…白雲洞…唐門（からもん）…雄橋…断魚渓
（だんぎょけい）…永明寺（駐車場）]/約6km/高低差約
50m/約140分）〉d福山a〈Åのぞみ〉a新神戸
（19：50～20：50）a新大阪（20：00～21：00）

帝釈峡ハイキング帝釈峡ハイキング帝釈峡ハイキング帝釈峡ハイキング
おんばしおんばし

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

比婆牛御膳のご昼食 （イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

雄橋雄橋

ひ  ば  ぎゅう ご  ぜんひ  ば  ぎゅう ご  ぜん
かがみの花はちみつランチ（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

8月26日（金）・29日（月）

おとなび・ジパング俱楽部会員以外の
お客様（おとなおひとり様） 旅行代金より、1,000円増

奥津渓奥津渓
（イメージ）（イメージ）
©岡山県観光連盟©岡山県観光連盟

美しい清流と
東洋一といわれる 甌穴
美しい清流と
東洋一といわれる 甌穴
美しい清流と
東洋一といわれる 甌穴
美しい清流と
東洋一といわれる 甌穴 奥津渓奥津渓奥津渓奥津渓
八景めぐりウォーク八景めぐりウォーク八景めぐりウォーク八景めぐりウォーク

DM05-09問合せ番号

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは下記をご覧ください。※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは下記をご覧ください。

1

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/乗り物観光

2

大阪（7：35～8：45）a新大阪（7：40～8：50）a京都（8：05～9：15）a〈ıサンダーバード〉a金沢a〈北陸新幹線〉
a富山d源ますのすしミュージアム（富山名物ますのすしの昼食/約50分）d称名滝 （日本最大級の落差約350
メートルを誇る名瀑とこの時季しか見られないハンノキ滝を探勝/約90分）d宇奈月温泉〔泊〕（17：15頃） ƒ ∫ ç

å ∫ ƒ

注

は欅平散策ウォーク

15名　　同行します。　　乗務しません。　　富山地方鉄道（貸切バス）又は
北陸エリア利用バス会社（当社基準）。※欅平はやや緩やかな角度の舗装された道のため、歩きやすいスニーカー等の履き物をおすすめします。
　　駐車場から展望台まで片道約30分/約1,400メートルの歩行行程がございます。気象状況などによっては滝をご覧いただけない場合もございます。　

共通注意事項に関しましては下記をご覧ください

添乗員
同行

旅行代金より、2,000円増おとなび・ジパング俱楽部会員以外のお客様（おとなおひとり様）

は催行確定日出発日 2名1室

44,000円
3名1室

42,000円
4名1室

40,000円
1名1室

51,000円

■　　　　 旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］普通車・指定席※一部区間は自由席大阪駅発着

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］4名１室利用の場合

添乗員
同行

DM05-10問合せ番号

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは下記をご覧ください。※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは下記をご覧ください。

1

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/乗り物観光

2

大阪（7：35～8：45）a新大阪(7：40～8：50)a京都(8：05～9：15)a〈ıサンダーバード〉a金沢a〈北陸新幹
線〉a糸魚川dHAKUBA MOUNTAIN HARBOR㊟（ゴンドラリフトに乗って北アルプスの絶景が一望で
きる山頂テラスへ。標高約1,289メートルからの眺めをお楽しみください/約60分）d安曇野・穂高温泉〔泊〕
（17：30頃） 
お宿（8：00頃）d大王わさび農場（信州安曇野に広がる日本一のわさび園を各自散策/約30分）d上高地（日
本屈指の山岳景勝地・上高地にてフリータイム・自由昼食/約150分）d富山a〈北陸新幹線〉a金沢a〈ıサ
ンダーバード〉a京都（20：00～21：00）a新大阪（20：25～21：25）a大阪（20：30～21：30） å ƒ ƒ

15名　　同行します。　　乗務しません。　　富山地方鉄道（貸切バス）又は
甲信越エリア利用バス会社（当社基準）。㊟当日の天候等の理由によりゴンドラリフトが運休になった場合は周辺を観光する行程となります。
共通注意事項に関しましては下記をご覧ください

宿泊 安曇野・穂高温泉［長野県］

安曇野 穂高ビューホテル
●洋室又は和室又は
　和洋室バス・トイレ付
●夕食：レストラン又は宴会場又は
　食事処（和食会席）
●朝食：レストラン又は宴会場
　（和洋バイキング）　
※部屋タイプ、食事場所は選べません。

（コースNo.-○BI）エスコート手17 Ka［京阪神発着］4020105-□→023：2名以上1室 024：1名1室　

上高地/河童橋上高地/河童橋

旅行代金より、2,000円増おとなび・ジパング俱楽部会員以外のお客様（おとなおひとり様）

は催行確定日 2名1室3名1室4名1室 1名1室
■　　　　 旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］普通車・指定席大阪駅発着

41,000円40,000円39,000円 46,000円8月30日（火）
39,000円38,000円37,000円 44,000円

出発日 は催行確定日

7月14日（木）・ 25日（月）

3・　　　3・　　　3・7　　 万円
～～3・9　　　万円3・9　　　万円3・9　　 万円

北アルプス山麓
に抱かれた

雄大な自然に感動！

北アルプス山麓
に抱かれた

雄大な自然に感動！

北アルプス山麓
に抱かれた

雄大な自然に感動！

北アルプス山麓
に抱かれた

雄大な自然に感動！

■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］4名１室利用の場合■旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様］4名１室利用の場合

ƒ ∂ ç

7月11日（月）・21日（木）
7月29日（金）

日本3番目の国立公園 大山リゾートステイ日本3番目の国立公園 大山リゾートステイ日本3番目の国立公園 大山リゾートステイ日本3番目の国立公園 大山リゾートステイ
山陽新幹線で行く！ 1名様より出発保証

グリーンシャワーの降り注ぐブナの原生林の中をガイド
と共にゆったりトレッキングします。（行程：約5km） 

おすすめ観光情報のご案内 ※お客様申込・現地払い

■料金・所要時間：（2.5時間コース）3,000円、（3.5時間コース）5,000円
（料金に含まれるもの：ガイド料・保険料・大山寺志納料・消費税）
■開始時間：①9：00～/②13：30～
■申し込み：7日前まで ■最少催行人員：2名
※歩きやすい靴・服装でご参加ください。

大山ブナの森ウォーク
大山寺や大神山神社奥宮など、主要スポットを
ガイドが楽しくご案内。
■料金：お一人様2,000円
（料金に含まれるもの：ガイド料・保険料・大山寺志納料・調ふ割札・消費税）
■開始時間・所要時間：①9：00～/②13：30～、約1時間30分
■申し込み：7日前まで ■最少催行人員：2名
※歩きやすい靴・服装でご参加ください。

さくっとだいせんさんぽ

（イメージXM/8月上旬撮影）（イメージXM/8月上旬撮影）

大山大山

3日間

出発日 2～4名1室

42,000円
43,000円

7月3日（日）・11日（月）・21日（木）、9月21日（水）

9月18日（日）

旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車・指定席利用大阪・新大阪・京都発着

※こども代金の設定はありません。※送迎バスはホテル運行のものとなり、他のお客様とご一緒になります。
※2名様以上で同一列車利用ならそれぞれ新大阪1名と京都1名といった取り扱いができます。※乗車駅はご予約時に
お申し出ください。※指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券・特急券共に無効となり、後続の自由席にもご乗車いただ
けません。※途中下車はできません。㊟ご予約時にホテル送迎の希望の有無をお申し出ください。

志賀高原フリーステイ志賀高原フリーステイ志賀高原フリーステイ志賀高原フリーステイ
北陸新幹線で行く！ 2名様より出発保証 爽やかな風が吹く

夏の高原リゾートで
雄大な自然を満喫。

北アルプスの麓で
のんびり滞在！

おすすめ観光情報のご案内 ※お客様現地払い

志賀高原ゴンドラ

志賀高原志賀高原

3日間

※こども代金の設定はありません。※送迎バスはホテル運行のバスとなり、他のお客様とご一緒となります。
※2名様以上で同一列車利用ならそれぞれ新大阪1名と京都1名といった取り扱いができます。※乗車駅はご予約時
にお申し出ください。※指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券・特急券共に無効となり、後続の自由席にもご乗車いた
だけません。※途中下車はできません。㊟ご予約時にホテル送迎の希望の有無をお申し出ください。

日本屈指の高原リゾート “白馬”の旅日本屈指の高原リゾート “白馬”の旅日本屈指の高原リゾート “白馬”の旅日本屈指の高原リゾート “白馬”の旅
北陸新幹線で行く！ 2名様より出発保証

4020106-021手17 M（コースNo.-     ）エスコートBI

宿泊（1・2泊目　　 ）　志賀高原［長野県］連泊

●和室又は和洋室 バス・トイレ付 
　※お部屋タイプは選べません。
●夕食：レストラン（和会席※日替わりメニュー）
●朝食：レストラン（和定食又はバイキング）※食事内容は選べません。 外観（イメージ）外観（イメージ）外観（イメージ）

志賀レークホテル
志賀高原の中心、蓮池の湖畔に佇む宿。
自然豊かな蓮池のほとりで、ゆっくりと天然温泉に
浸かりながら四季折々の
美景をお楽しみください。

1

■旅程

2

3

大阪（7：35～9：50）a新大阪（7：40～10：00）a京都（8：00～10：20）a〈ıサンダーバー
ド〉a金沢a〈Å北陸新幹線〉a飯山…〈送迎バスあり㊟〉…志賀高原〔泊〕（15：00頃）

お宿…終日フリータイム…志賀高原〔泊〕

お宿（10：30発）…〈送迎バスあり㊟〉…飯山a〈Å北陸新幹線〉a金沢a〈ıサンダーバー
ド〉a京都（16：00～17：50）a新大阪（16：20～18：10）a大阪（16：30～18：20）

上記のおすすめ観光情報などを活用してお楽しみください。

×

夕
×

朝

夕
×

朝

×
×

蓮池地区にある「志賀高原山の駅」横の最新鋭3連結パルスゴンドラ「志賀高原リゾート
ゴンドラ」から出発し、「ブナ平ゴンドラ」「東館山ゴンドラ」を乗り継ぎ辿り着くのは、標高
2000ｍの東館山山頂。山を下ったり上ったりしながら3つのゴンドラで自然の中を駆け抜
ける空中散策は、片道約30分。美しい景色とともに、天空への小旅行をお楽しみください。
■往復1dayパス：おとなおひとり様3,000円　■営業期間：7/16～10/30

1

■旅程

2

3

大阪（8：05～9：50）a新大阪（8：10～10：00）a京都（8：30～10：20）a〈ıサンダーバード〉
a金沢a〈Åはくたか〉a糸魚川…〈送迎バスあり㊟〉…白馬八方〔泊〕（15：00頃）

お宿…終日フリータイム…白馬八方〔泊〕

お宿（10：00発）…〈送迎バスあり㊟〉…糸魚川a〈Åはくたか〉a金沢a〈ıサンダーバード〉
a京都（15：30～17：50）a新大阪（15：50～18：10）a大阪（16：00～18：20）

上記のおすすめ観光情報などを活用してお楽しみください。

×

夕
×

朝

夕
×

朝

×
×

4020106-019手17 M（コースNo.-     ）エスコートBI

外観（イメージ）外観（イメージ）外観（イメージ）

宿泊（1・2泊目　　 ）　白馬八方［長野県］

ホテル五龍館
●2～4名1室：和室又は和洋室 
　シャワーブース（バス無）・トイレ付又はバス・トイレ付※部屋タイプは選べません。
●夕食：レストラン（信州郷土料理とハーフバイキング）
　※バイキングがないセットメニューとなる場合がございます。
●朝食：レストラン（バイキング）

北アルプス白馬三山が眼前に迫り
大自然を満喫することができます。

連泊

（イメージXM）（イメージXM）

（白馬高原マウンテンリゾート内）（白馬高原マウンテンリゾート内）
HAKUBA MOUNTAIN HARBORHAKUBA MOUNTAIN HARBOR

日本でも有数の高層湿原で知ら
れる栂池自然園へ向かう、ゴン
ドラリフト「イヴ」とロープウェイ
■栂池ゴンドラ&栂池ロープ　
　ウェイ、栂池自然園込み
　おとなおひとり様3,700円

■ゴンドラリフト往復、
5線サウスリフト往復含む
おとなおひとり様2,400円

八方ゴンドラリフト「アダム」、
アルペンクワッドリフト、グラー
トクワッドリフトの3つからなる
八方アルペンライン。
■おとなおひとり様3,200円

おすすめ観光情報のご案内 ※お客様現地払い

八方尾根アルペンライン つがいけロープウェイ 白馬岩岳
マウンテンリゾート

LINE公式
アカウント
友達募集中！

LINE公式
アカウント
友達募集中！
催行確定
情報はこちらで
チェック！！

催行確定
情報はこちらで
チェック！！

4・0　　　万円4・0　　　万円4・0　　万円

お宿（8：30頃）d宇奈月b〈黒部峡谷トロッコ電車〉b 欅平 特別企画（おとなび・ジパング俱楽部プライベー
トガイドと手付かずの大自然が広がる秘境を散策/約60分）b宇奈月…レストプラザ柏や（和食の昼食/約50
分）d富山a〈北陸新幹線〉a金沢a〈ıサンダーバード〉a京都（18：50～21：00）a新大阪（19：10～
21：25）a大阪（19：15～21：30）

おとなび・ジパング俱楽部会員以外のお客様（おとなおひとり様） 旅行代金より、3,000円増

おとなび・ジパング俱楽部会員以外のお客様（おとなおひとり様） 旅行代金より、3,000円増

※こども代金の設定はありません。※送迎バスはホテル運行のバスとなり、他のお客様とご一緒となります。※乗車駅は
ご予約時にお申し出ください。※指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券・特急券共に無効となり、後続の自由席にもご乗
車いただけません。※途中下車はできません。㊟ご予約時にホテル送迎（下記参照）の希望の有無をお申し出ください。

おとなび・ジパング俱楽部会員以外のお客様（おとなおひとり様） 旅行代金より、3,000円増

必須選択：ホテル送迎販売店の皆様へ

必須選択：ホテル送迎販売店の皆様へ

出発日 2～4名1室
52,000円
53,000円

7月8日（金）・15日（金）
9月23日（金・祝）

56,000円8月1日（月）

旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車・指定席利用大阪・新大阪・京都発着

別名「伯耆富士」と呼ばれる
大山の絶景リゾートで、
日常を忘れて大自然を満喫。

宿泊（1・2泊目　　 ）  大山［鳥取県］

ロイヤルホテル大山
●1～4名1室：洋室 バス・トイレ付
●夕食：レストラン（和洋バイキング又は和会席）
●朝食：レストラン（和洋バイキング）
※食事内容は選べません。
＜ホテル無料送迎予定時間＞
（往路）米子駅15:00発→ホテル15:20着
（復路）ホテル10:30発→米子駅11:00着

雄大な緑の中にあり、大山側には緑豊かな大パノラマを、
日本海側には美保湾・弓浜半島や米子の夜景などの景色を望みます。

連泊

外観（イメージ）外観（イメージ）外観（イメージ） 露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

4020106-017手17 Ya（コースNo.-     ）エスコートBI

旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車・指定席利用新大阪・新神戸発着

出発日 4名1室
43,000円
48,000円

3名1室
46,000円
51,000円

2名1室
48,000円
53,000円

1名1室
53,000円
58,000円

7月14日（木）・19日（火）、9月6日（火）・15日（木）・27日（火）
8月2日（火）・25日（木）

必須選択：ホテル送迎販売店の皆様へ

ワクチン
2回接種済み

PCR検査
陰性

の参加者
限定

※個人旅行は除く

又
は

チン
種済み

PCR検査
陰性

の参加者
限定

※個人旅行は除く

又
は

●個人情報の取り扱いについて：当社および販売店は、当旅行の手配・手続きに必要な範囲で個人情報を利用いたします。

Go To トラベルの再開発表後、掲載コースがGo To トラベルの条件を満たす場合は、準
備が整い次第、割引支援対象となる出発日をご予約のお客様に個別に通知し、参加条件
等に同意いただけましたら、再開後の割引支援ルールに基づき割引を適用する予定です。
※再開時割引支援の時期・適用条件は、5月15日現在発表されておらず、再開時の適用条件
はこれまでと大きく異なる場合があります。
※Go To トラベル事業が展開されていない場合は、割引支援の適用はありません。
※適用条件によっては、掲載コースが割引支援対象とならない場合があります。

「Go To トラベル」再開時の割引適用について

　 最少催行人員です　　 添乗員が同行するか同行しないかを記しています 　 バスガイドが乗務するか乗務しないかを記しています
　 貸切バス会社名です。なお、ツアーを運行するバス会社につきましては、日本旅行ホームページの「利用バス会社一覧」に
　 掲載されているバス会社を利用します。 https://www.nta.co.jp/otonavi/pdf/bus_ichiran_otonavi.pdf

●添乗員同行ツアーの各コースの注意事項に表示されている記号は次の通りですaa JR bb 私鉄 dd 貸切バス又はタクシー〈凡例〉
食事条件/ å朝食   ∫昼食   ç夕食   ∂弁当   ƒ食事なし赤文字…入場又は乗り物観光　青文字…下車観光

ı 特急 普通列車Å 新幹線… 徒歩又はお客様ご負担区間 gh船 jロープウェー

西J4020106-306

新型コロナウイルスワクチン2回接種済み、またはPCR検査にて
陰性確認済みの添乗員、バス乗務員が同行します。（個人旅行は除く）

【①または②のいずれかの内容を証明できること】
①新型コロナウイルスワクチン2回接種済みで、ご出発の前日

までに各ワクチンの有効性を得る日数が経過していること
②出発日の3日前以降に採取した検体によるPCR検査結果が陰性であること
（PCR検査の費用はお客様負担となります）
上記①②に加え、当社感染防止対策にご協力いただけること

ツアー参加条件0570-666-631
おとなびジパング予約ダイヤル（おとなび・ジパング商品センター内）
●下記お電話、WEBでご予約ください。

※PHS・一部のIP電話からは 06-6371-1226
10：00～17：00（土・日・祝日も営業）営業時間 おとなび・ジパング商品センター

〒530-8341
大阪市北区芝田 2丁目 4番 2 4号

【特別な配慮を必要とする方の
 お申込みについて】
お客様の状況によっては、当初の
手配内容に含まれていない特別
な配慮、措置が必要になる可能性
があります。特別な配慮・措置が必
要となる可能性がある方は、ご相
談させていただきますので係員に
必ずお申し出ください。

会員登録・ご予約は会員登録・ご予約は 日本旅行　おとなび

WEBからもお申込みOK

※営業日・営業時間が変更となる場合がございます。

※お支払い方法は『代金振込』『クレジットカード決済』の2種類があります。ただし、ご出発1ヶ
月以内のお申込みの場合は『クレジットカード決済』のみとなります。

共通の
ご案内

●旅行代金には消費税が含まれております。●詳しい旅行条件につきましては、係員が説明し、書面を交付いたします。事前にご確認の上、お申し込みください。●時刻改正等により、列車名や発着時間・発着駅が変更になる場合があります。●交通機関・現
地事情により発着時刻の変更が生じる場合があります。●天候などの諸事情により行程が変更となる場合があります。●募集中のコースのため、お申込みいただいた時点で満席になっている場合がございます。あらかじめご了承ください。●乗車駅はご予
約時にお申し出ください。●各コースの旅程に記載の途中駅からご乗車の場合、ご乗車いただくまでの経費はお客様負担となります。●各駅の出発時間・到着時間は最終日程表でご確認ください。●相部屋の設定はありません。●花の見頃は、その年の気
象状況等により異なります。出発決定後は見頃の状況にかかわらず催行させていただきますので、あらかじめご了承ください。

個人旅行 ●添乗員の同行しない個人旅行です
●最少催行人員2名
　（大山リゾートステイは1名）

●お客様がサービスを受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、お手続きはお客様ご自身で行っていただきます。●お客様がサービスを受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、お手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

30名様以下
貸切バスは

日本百景
たい　　　　しゃく　　　  きょうたい　　　　しゃく　　　  きょうたい　　　　しゃく　　　  きょう

20名様以下
貸切バスは

はっ　　　　けいはっ　　　　けいはっ　　　　けい

おう   けつおう   けつおう   けつ

おく　　　　　　つ　　　   けいおく　　　　　　つ　　　   けいおく　　　　　　つ　　　   けい

2日間 2日間

北アルプスの絶景を望む雄大な

白馬・安曇野・上高地
北アルプスの絶景を望む雄大な

白馬・安曇野・上高地
北アルプスの絶景を望む雄大な

白馬・安曇野・上高地
北アルプスの絶景を望む雄大な

白馬・安曇野・上高地
30名様以下
貸切バスは

さわやかさわやかさわやかさわやか
あ　　　　   ずみ　　　　のあ　　　　   ずみ　　　　のあ　　　　   ずみ　　　　の

［京阪神発着］4020106-□→043：2名以上1室 044：1名1室手17 S（コースNo.-　）エスコートBI

注

夏でも
涼しい
夏でも
涼しい
夏でも
涼しい
夏でも
涼しい「欅平」「欅平」「欅平」「欅平」

名湯 宇奈月温泉に泊まる

黒部峡谷トロッコ電車で行く黒部峡谷トロッコ電車で行く黒部峡谷トロッコ電車で行く黒部峡谷トロッコ電車で行く
けやき　　 だいらけやき　　　だいらけやき　　 だいら

20名様以下
貸切バスは 黒部峡谷トロッコ電車黒部峡谷トロッコ電車

宿泊 宇奈月温泉［富山県］

延対寺荘
●和室又は洋室又は和洋室
　バス無（シャワーブスのみ）・
　トイレ付又はバス・トイレ付
●夕食：宴会場又はレストラン（和会席） 
●朝食：宴会場又はレストラン
　（和定食又は和洋バイキング） 
※部屋タイプ、食事場所、食事内容は

　　選べません。

循環

だい　　　　せんだい　　　　せんだい　　　　せん

プライベートガイドウォークプライベートガイドウォークプライベートガイドウォークプライベートガイドウォーク

ほう　き　 ふ     じ
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