千歳発着6日間 ㈱世界紀行

日次

都市名

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港
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（弓削島）

東

東

因島

道

道

『島全体がアート』
と言われる直島は、地中美
千歳
午前、千歳空港より全日空にて羽田空港を経由し、愛媛の松山空港へ
術館や草間彌生の「カボチャ」をはじめとした
羽田
［09:30発／13:40着］
様々なアート作品に触れ合うことができます。
本村地区では、株式会社ベネッセの福武總一郎
松山
着後、
しまなみ海道を北上し、瀬戸内海の島々が見渡せる来島海峡展望台
氏の考案のもと、
「家プロジェクト」と呼ばれる、
しまなみ海道 と 大島 の亀老山展望台からの眺望をお楽しみいただきます。
古民家を改装し、現代芸術家が家そのものを作
因島
夕刻、因島 へ。
品化した7つの建築物からなるプロジェクトが
展開されています。このプロジェクトには、建築
夕食は島の海鮮をたっぷり使った「水軍鍋」です。
家の安藤忠雄氏、美術家の宮島達男氏、彫刻家
因島に連泊 です。
［因島泊］××Ｄ
の内藤礼氏、写真家の杉本博司氏、現代美術家
─
のジェームズ・タレル氏が参加しています。

海

海

しまなみ海道から瀬戸大橋へ
瀬戸内海１０島を巡る旅

アートの島 直島

北

北

瀬戸内のんびり島めぐり〜多島美・芸術の秋

終日、瀬戸内海の島々を巡ります。

■因島よりフェリーを利用して 弓削島 へ。着後、専用車にて、貴重な木造の
家屋が建ち並ぶ上弓削の古い町並みなどへご案内します。
■その後、弓削大橋を渡り、佐島 へ。

（生名島）

■さらに佐島から生名橋を渡り、生名島 へ。弥生時代の祭祀遺跡といわれ

2

ご旅行期間とご旅行代金

2022年

3月22日（火）発〜3月27日（日）着…￥289,000
一人部屋利用追加料金 ￥48,000

亀老山展望台からのしまなみ海道

ツアーのポイント

因島（2泊）

生口島

高松市（泊）

しまなみ海道

大島

香川

徳島

着後、安藤忠雄氏設計の地中美術館や、
「家プロジェクト」のひとつで、本殿
と石室がガラスの階段で結ばれた護王神社、草間彌生作のカボチャなどを
訪ねます
（注3）。
午後、
フェリーを乗継ぎ、
オリーブの生産で知られる 小豆島 へ［14:55発
／16:54着］。

小豆島

小豆島に連泊 です。

［小豆島泊］ＢＬＤ
第一観光、愛媛バス、伊予鉄バス、奥道後バス、
城北交通、竹乃井観光バス、いずみ観光バス、新 ─
小豆島
終日、小豆島の観光。
日本観光バス、せとうちバス、広島電鉄株式会
社、広島バス株式会社、広島交通株式会社、広
■潮の満ち干きで現れたり消えたりするエンジェルロード
交観光株式会社、芸陽バス株式会社、株式会社
■地中海を思わせる風景の道の駅・小豆島オリーブ公園
中国バス、鞆鉄道株式会社、備北交通株式会
■醤油蔵が建ち並ぶ風情ある町並み・醤の郷
社、おのみちバス株式会社、
ことでんバス、琴参
バス、東交バス、四国中央観光、屋島観光バス、
■昭和レトロな雰囲気が郷愁を誘う二十四の瞳映画村
クラヤマ産業、
マルイ観光バス、あさひ交通、つ
■日本三大渓谷美の一つに数えられる寒霞渓へロープウェーを利用し登頂
ばさ、大川タクシー、小豆島交通
昼食には香川ブランド
「オリーブ牛」をお召し上がりください。
※一部地域を除き、バスの座席はお一人様2席
利用です。
［小豆島泊］ＢＬＤ
※現地の都合によりスケジュールが変更されたり、入場観
光できない場合がございます。その場合でも極力日程
に従って旅行サービスがお受けになられるよう万全の
手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食」を示しま
す。×印の食事は含まれておりません。
（注1）桜は開花状況により、
ご覧いただけない場合もござ
います。予めご了承ください。
（注2）
フェリー乗船に際し、
スーツケースはご自身で運んで
いただくことが多くなりますので、
ご了承ください。
（注3）島内はジャンボタクシーに分乗となります。

─
小豆島

午前、土圧港よりフェリーにて高松港へ［09:25発／10:25着］。

高松

着後、瀬戸内海に面して築城された海城・高松城跡へご案内します。
その後、専用バスにて高松空港へ。

羽田

午後、全日空にて羽田空港を経由し、千歳空港へ［13:35発／17:35着］

千歳

夕刻、千歳空港到着後、解散。
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

17

他

16

午前、
フェリーにてアートの島・直島 へ［08:12発／09:02着］
（注2）。

の

他
株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

エンジェルロード
（小豆島）

直島

6

の

愛媛
未来心の丘（生口島）

高松

そ

そ

四国

Ｐ

Ｐ

［高松泊］ＢＬＤ
─

縄

縄
生名島

ご利用予定バス会社

た紫雲出山へ。桜と瀬戸内海の島々を山頂展望台からご覧いただきます
（注1）。
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瀬戸大橋

佐島

しまなみ海道

小豆島（2泊）

直島

弓削島

大三島

■因島／ホテルいんのしま
■高松／ＪＲホテルクレメント、ロイヤルパーク
ホテル高松
■小豆島／小豆島国際ホテル、ベイリゾートホ
テル小豆島、
リゾートホテルオリビアン小豆島
※上記ホテル又は同等クラスとなります。
※温泉ホテルでは、お部屋は和室となる場合が
ございます。

東山魁夷せとうち美術館を見学後、
『 日本が誇る桜の絶景15選』に選ばれ

沖

広島

ご利用予定ホテル

高松

州

沖

向島

岡山

照大神の兄神、大山積神を祀る大山祇神社を訪ねます。

九

広島

■その後、
「レモン谷」に立ち寄り、多田羅大橋を渡り、 大三島 へ。着後、天

■募集人員／12名様定員
■因島では、因島水軍城跡と、天候が良ければ、瀬戸内海を360℃見渡せる
■最少催行人員／6名様
因島の白滝山展望台へご案内します
［徒歩約15分の登り］。
因島
■全食事付／朝食5回・昼食4回・夕食5回（昼
食・夕食はお座敷になる場合がございます。予
［因島泊］ＢＬＤ
めご了承ください）
─
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
因島
午前、 向島 に立ち寄り、昭和レトロの雰囲気漂う兼吉地区の散策をお楽し
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
向島
みください。
※当ツアーは事前購入割引運賃利用商品とな
ります。
瀬戸大橋
その後、瀬戸大橋を南下し、香川県に入ります。
※観光地への訪問は天候などの状況により順
日本画の巨匠・東山魁夷画伯の版画作品を中心に約350点を収蔵している
序を変更してご案内する場合がございます。

4

州
ツアーマップ

（大三島）

近畿・中国・四国

九

広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60kmの道で、
瀬戸内海に浮かぶ８つの島を９つの橋で結んだ瀬戸内しまなみ
海道。
それぞれ形の異なった橋で結ばれていることから「橋の美術
館」とも呼ばれています。
このしまなみ海道の最大の特徴は、徒歩や自転車でも渡るこ
とができることです。特にCNNが選ぶ「世界で最もすばらしい
7大サイクリングコース」にも選ばれ、世界屈指のサイクリング
コースとして名をはせています。
今回のコースでは因島に連泊することで、
しまなみ海道沿い
の島々をより深く見ることができます。

平山郁夫美術館や、白亜の未来心の丘を見学します。

3

近畿・中国・四国

■四国と山陽とを結ぶ、しまなみ海道と瀬戸大橋を渡りま
す。
■あまり訪れることの少ない瀬戸内海の島々を専用車と
船で巡ります。計10島の島巡りです。
■ 平 山 郁 夫 美 術 館 や 、東 山 魁 夷 せ と う ち 美 術 館 、そ し て
アートの島・直島も訪ねます。芸術鑑賞もお楽しみくだ
さい。
■因島と小豆島にそれぞれ連泊です。
■瀬戸内海ならではの新鮮な海の幸もお楽しみください。
■日本総鎮守と呼ばれ、全国に約一万社あまりの分社を持
つ「大山祇神社」があることから 神の島 と呼ばれた大
三島や、海道の東に浮かぶ個性的な島々である弓削島や
生名島などにもご案内します。
■青い海、緑豊かな島々、美しい橋が織り成す風景に息を
のみ、豊かで贅沢な時間をお過ごしください。

美しい島々とそれらを繋ぐ橋が織り成す
海の道「瀬戸内しまなみ海道」

■フェリーにて因島へ戻ったのち、専用バスにて 生口島 へ。生口島出身の
日本画家として知られる平山郁夫の作品および素描を数多く所蔵・展示する

直島／草間彌生作［かぼちゃ］

ご旅行条件

る立石山遺跡へご案内します。

北 陸・中 部

北 陸・中 部

（生口島）

北

北

（佐島）

Ｂ××

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

（2）★★

