『仁淀ブルー』
と
『阿波の源流』へ の旅

千歳発着7日間 ㈱世界紀行

シマント

ニヨド

高知（面河渓 Ｓ 中津渓谷 Ｓ 安居渓谷） 〜 『仁淀ブルー』巡り
【仁淀川（面河川）の旅】
■午前、仁淀川上流部「石鎚国定公園」の奇岩と清流の神秘的な景観が広がる渓谷【面河
四国の最高峰・石鎚山に源を発する、全長
渓】へ。紅葉の季節に、色鮮やかな渓谷美をお楽しみください。
125キロ。四万十川、吉野川と並ぶ四国三大河
■その後、雨竜の滝など自然の造形美と 紅葉が見事 な
【中津渓谷】の散策へ。遊歩道には
川の一つ。愛媛県内の上流部は面河川と呼ばれ
る。険しい斜面に田畑や集落が広がり、深い渓
七福神の石像が並んでいます。
谷に大きい岩が転がる。全国有数の透明度を誇
■午後、国指定有形文化財・久喜沈下橋[仁淀川町]に立寄ります。
り、その透き通った青は『仁淀ブルー』
と呼ばれ
■その後、広大な原生林に囲まれた美しい渓谷【安居渓谷】の散策へ。飛龍の滝など至る所
る。全国一級河川水質ランキング第1位。
に大小の滝が流れています。
『 仁淀ブルー』
をご満喫いただきます。
［高知市内泊］ＢＬＤ
オモゴケイ
─
高知 Ｓ 高の瀬峡 Ｓ 貞光 Ｓ 吉野川 Ｓ 祖谷温泉
■午前、徳島県に入り、
『 徳島県観光百選』第１位に選ばれた、那賀川源流域の【高の瀬峡】
石鎚山南麓に広がる四国最大の渓谷。紅葉
の美しさで知られる渓谷です。
へ。紅葉は四国随一 と言われています。
■その後、轟の滝へ。落差58mの四国一の大滝です。二重の滝、横見の滝など轟九十九滝
イヤダニ
も散策します。
の
【貞光川・吉野川の旅】
吉野川支流・祖谷川が創り出した全長10ｋｍ
■午後、吉野川支流・貞光川の観光です。剣山系から流れ出す貞光川の3段の滝・土釜や下
の深山幽谷の秘境。谷底までの最大200ｍの
流の鳴滝をご覧いただきます。
高低差を持つ深い谷、360度山に囲まれた圧
■吉野川と貞光川の合流点・貞光は、水運で栄えた町で、豪華さと装飾が素晴らしい「うだ
巻の渓谷美、翡翠に輝く清冽な川、昔ながらの
山里の暮らしなど、日本三大秘境の絶景の地。
つ」が上がる旧商家通りで知られています。
「二層うだつ」や趣向を凝らした「鬼瓦」、華美
な「鏝絵（こてえ）」が往時の繁栄を偲ばせてくれます。名物の「釜揚げ半田そうめん」も
リツリン
ご賞味ください。
■その後、国天然記念物・加茂の大クスをご覧いただきます。雄大さ、樹形の美しさは日本
歴 代 藩 主が百 年 の 歳月をかけて造り上げた
一です。
木々に彩られる大名庭園です。四国を代表する
■夕刻、吉野川の名勝で、奇岩が連なる「美濃田の渕」に立寄ります。
紅葉スポットとしても知られています。
■深山幽谷の秘境・祖谷の平家伝説・落人伝説の歴史の香り漂う秘湯・祖谷温泉へ。
祖谷温泉にも連泊 です。
［祖谷温泉泊］ＢＬＤ
─
■募集人員／16名様限定
祖谷渓（大歩危峡 Ｆ Ｓ 小歩危峡） 〜 『阿波の源流』巡り
■最少催行人数／8名様
【祖谷川・祖谷渓の旅】
■お食事／朝食6回・昼食5回・夕食6回
■午前、重要伝統的建造物群保存地区「落合集落」を展望します。高低差400ｍの斜面に
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
江戸期からの集落、畑、神社が混在しています。
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
■その後、
【祖谷渓】
にて、国指定重要有形民俗文化財「日本三大奇橋」の一つ、
祖谷のかず
※羽田発着：同一料金
ら橋や、琵琶の滝を観光します。
※他の空港からの発着につきましてはお問合
■深く切り込んだＶ字谷に立つ「祖谷渓の小便小僧」もご覧いただきます。
せください。
■昼食は地元の名産・ソバ米雑炊です。
【吉野川・オオボケコボケの旅】
■午後、吉野川の激流が生み出した結晶片岩の絶景渓谷
■四万十市西土佐／ホテル星羅四万十
【大歩危峡】
にて、遊覧船で大歩危下り
（約40分）
をお楽しみください。
■高知市内／ザ・クラウンパレス新阪急高知、三
紅葉の彩り が添えられた断崖絶壁が続く渓谷をご満喫ください。
翠園、
ホテル南水、土佐御苑
■下流の【小歩危渓谷】
も訪れます。
［祖谷温泉泊］ＢＬＤ
■祖谷温泉／祖谷渓温泉ホテル・秘境の湯
─
秘境ならではの野趣あふれる高台の展望
祖谷温泉 Ｓ 奥祖谷 Ｓ 穴吹川 Ｓ 脇町 Ｓ 高松
露天風呂・塩サウナ・薬湯・ジェット湯など多彩
【奥祖谷・穴吹川・吉野川の旅】
なお風呂が自慢の寛ぎの宿。泉質のよい温
■早朝、上名地区で
『天涯のしずく』雲海ツアーにご案内いたします。
泉で開放感たっぷりの湯あみもご堪能いただ
■午前、東祖谷で『奥祖谷観光周遊モノレール』
に乗車いたします
（約1時間）。高低差、最
けます。アルカリ性のつるつる温泉で女性の
大傾斜度が世界一の二人乗りモノレールです。
お客様に大変好評です。四季折々に表情を変
■その後、剣山国定公園の奥祖谷二重かずら橋に立寄り、
日本一の清流・穴吹川（二又の瀬
える祖谷渓谷に包まれ、心癒される一時を過
など）
をドライブします。四国一の清流に何年も認定されている川です。
ごせる静寂を感じる客室です。お食事は祖谷
■昼食は「阿波尾鶏の蒸籠」です。
の素朴な食材を吟味した郷土会席の、昔なが
■午後、吉野川下流部の藍の集散地で「うだつ」が上がる町・脇町の観光です。脇町潜水橋
らの囲炉裏料理をご賞味ください。
もご覧いただきます。
※一部和室利用となりますので、
ご了承ください。
■その後、奇景『阿波の土柱』
をご覧いただきます。吉野川によって砂礫層が侵食されて出
※利用予定バス会社：とさでん交通、高知西南交通、
さくら
来た、切り立った断崖はチロル地方やロッキー山脈の土柱と並び世界的に希少な景観で
観光、高南観光、高知東部交通、高知駅前観光、県交北
す。
部交通、香北観光、明神観光、須崎観光、宮地観光バス、
宿毛観光バス、高知駅前観光、四国交通、阿波交通、琴
■夕刻、高松へ。
［高松市内泊］ＢＬＤ
平バス、
ジェイアール四国バス、光ドリーム観光、徳島西
─
部交通、徳島バス、阿波中央バス、阿波観光バス、小豆
高松 Ｓ 栗林公園 Ｓ 高松空港 Ｐ 羽田 Ｐ 千歳
【トランク無料託送サービス】
島バス、旭屋、やなぎや観光、マルイ観光バス、三野交
通、山瀬観光、北幡観光、土佐市観光
■午前、特別名勝栗林公園にて、美しい紅葉 をお楽しみください。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
■讃岐うどんの早めの昼食ののち、空港へ。
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。
■午後、高松空港より、航空機にて、羽田空港で乗り換え、千歳へ［14:05発］。
※表記の「ＢＬＤ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食」を示しま
■夕刻、千歳空港到着後、解散［18:35着］。
Ｂ××
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四国三大清流で紅葉の渓谷美を楽しむ
四万十川・仁淀川・吉野川の旅

ニヨドガワ

仁淀川〜
奇岩と清流の神秘な景観

面河渓

祖谷渓〜深山幽谷 秘境
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ご旅行期間とご旅行代金

2020年

11月5日（木）発〜11月11日（水）着…￥345,000
一人部屋利用追加料金 ￥54,000

四万十川

栗林公園

ツアーマップ
祖谷温泉［2泊］
石鎚山（1982m）

高松空港 Ｐ
美濃田の渕

ご旅行条件

高松［泊］
脇町・阿波の土柱
吉野川
穴吹川
剣山（1955m）

貞光
大歩危・小歩危

松山空港 Ｐ

奥祖谷かずら橋
安居渓谷

中津渓谷

高知［2泊］
柳瀬川

イヤ

轟の滝

高の瀬峡
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面河渓

仁淀川

ご利用予定ホテル

四万十西土佐［泊］

オオボケ

勝間沈下橋
四万十川

大歩危峡

日次

コボケ

奥祖谷二重かずら橋

都市名／スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
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千歳 Ｐ 羽田 Ｐ 松山空港 Ｓ 四万十川
【トランク無料託送サービス】
■午前、千歳空港より航空機にて羽田空港で乗り換え、松山へ［09:30発／14:00着］。
【四万十川の旅】
■着後、四万十川へ。西土佐ふるさと市でのお買い物もお楽しみください。
■お泊りは、環境庁から
『星空の街』
に認定された四万十市西土佐地区にある、
四万十川中流域で唯一、川を見下ろせるホテル「ホテル星羅四万十」です。
■夜はホテルにある
『四万十天文台』での星空鑑賞を楽しみます。専門家同行による
天体観測会です。反射望遠鏡「四万十スター」で宇宙鑑賞をお楽しみください。
［四万十市西土佐泊］××Ｄ
─
四万十川 Ｓ 仁淀川 Ｆ Ｓ 高知
【四万十川・仁淀川の旅】
■午前、四万十川下流域をドライブして、
「こいのぼり川流し」で有名な勝間沈下橋へ。
映画「つりバカ日誌」のロケ地としても知られています。
■その後、四万十川中流域を走り、仁淀川支流・柳瀬川沿いの盆地の町・佐川町へ。豊かな湧き水で酒造りが盛んな里で、古い蔵が並びま
す。
■午後、
日高村にて屋形船で仁淀川を遊覧します。透き通った川底や美しい景色を眺めながら清流の自然を楽しみます。
■その後、仁淀川最下流の名越屋沈下橋[日高村]にもご案内します。
『 仁淀ブルー』
をご満喫ください。
高知市内に連泊 です。
［高知市内泊］ＢＬＤ

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

栗林公園

す。×印の食事は含まれておりません。
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