
角島大橋

元乃隅稲成神社

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
午前、千歳空港より、全日空にて、羽田空港へ［07:30発／09:05着］。
その後、全日空を乗継ぎ、宇部空港へ［10:25発／12:00着］。
着後、専用車にて、宇部市内へ。
ときわミュージアム世界を旅する植物園を見学します。「世界を旅し、感動
する植物館」をコンセプトに、原産地の植生を意識した８つのゾーンに特徴
的なシンボルツリーを植栽し、世界を旅するように珍しい植物や花、果実に
出会えます。
女性に人気の日本酒『貴』で有名な永山本家酒造場の酒蔵見学後、毛利候
や山頭火など偉人たちに愛された川棚温泉へ。
川棚グランドホテルお多福に連泊 です。
─

終日、下関観光。
■歩行者用の海底トンネルがある関門トンネル
■火の山展望台
■北九州側の門司港レトロと和布刈公園にある壇之浦合戦壁画
■千本鳥居の絶景福徳稲荷神社
■日本屈指の長さ1780mを誇る角島大橋
■現役で活躍している角島灯台
夕食は名物のふぐ料理をお召し上がりください。
─

午前、引き続き、下関の観光。
■世界最小のパナマ式運河
■唐戸桟橋より、船で、武蔵と小次郎の決闘の地・巌流島上陸
■唐戸市場
週末のみお寿司イベントが開催され、その日にあがった魚も握りやどんぶり
にして市場に並びます。お好きな物をお召し上がりください。
午後、山口・宇部空港へ。着後、全日空にて、羽田空港へ［15:15発／
16:55着］。
その後、全日空を乗継ぎ、千歳空港へ［17:50発／19:20着］。
千歳空港到着後、解散。
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少人数限定催行大好評
□歩くのが不安でもジャンボタクシーですいすい観光
□団体旅行では使わない隠れた名店でのお食事も
□ゆっくりお買い物の時間も確保

上質な宿に特化した旅 早めのチェックインで、滞在を楽しむ

✓
✓
✓

『川棚グランドホテルお多福』の温泉付き客室に泊まるゆったり下関の旅

ＢＬ×

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地

午前、千歳空港より、航空機にて、羽田空港へ［09：00発／10：35着］。

昼食は、鎌倉の『しらすや』にてしらすづくし定食をお召し上がりください。

その後、静岡県熱海市の「海の見える美術館」ＭＯＡ美術館（注）へ。その後、

奥湯河原温泉へ。

『海石榴つばき』奥湯河原温泉高級料亭温泉旅館に連泊 です。

─

午前、専用車にて、ポーラ美術館（※）へ。

昼食は、館内のレストラン『アレイ』にて、フランス料理をご用意しました。

午後、箱根ガラスの森美術館（注）と彫刻の森美術館のステンドグラス塔

（注）へ。

夕刻、ホテルへ戻ります。

─

午前、幕山公園の湯河原梅林を訪ねます。約4,000本の紅梅・白梅が並び、

まさに息をのむような美しさで咲き競います。

午後、専用車にて、羽田空港へ。着後、航空機にて、千歳空港へ［15：00発

／16：30着］。

千歳空港到着後、解散。
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［海石榴泊］×ＬＤ

［海石榴泊］ＢＬＤ
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奥湯河原温泉『海石榴～つばき～』に泊まる旅

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地

午前、千歳空港より、全日空にて、羽田空港で乗継ぎ、山口・宇部空港へ
［07:30発／12:00着］。
午後、本山岬公園「くぐり岩」に立寄ったのち、油谷湾温泉へ。
穏やかな油谷湾を間近に望む高台に一軒佇むホテル楊貴館に連泊 です。

─
午前、屋根のない広い博物館の町・萩周辺へ。
■六角形の岩が整然と並ぶ畳ヶ淵
■萩城下町（萩城跡、口くち羽ば家住宅、円政寺等）
■約25,000本のヤブツバキが自生する笠山椿群生林
昼食は、割烹千代にて、萩御膳をお召し上がりください。
午後、東萩駅から人丸駅まで、観光列車・○○のはなしに乗車します［約1時
間］。
美しい景色をお楽しみください。
夕食は、ふぐ料理をお召し上がりください。
─

午前、長門の観光へご案内します。
■元乃隅神社
■龍宮の潮吹
■『海上アルプス』と称される青海島
■金子みすゞ 記念館
■楊貴妃伝説の寺 二尊院
午後、山口・宇部空港へ。着後、全日空にて、羽田空港で乗継ぎ、千歳空港へ
［15:15発／19:20着］。
千歳空港到着後、解散。
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油谷湾に沈む夕陽を望む絶景の宿・楊貴館にご宿泊～美しき北山口の旅

■募集人員／6名様限定
■最少催行人員／4名様
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅～空港～ご自宅］

各ツアーご旅行条件
※観光地への訪問は天候などの状況により順序を変更してご案内する場合がございます。
※当ツアーは事前購入割引運賃利用商品となります。
※お食事場所はお座敷になる場合がございます。予めご了承ください。
※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。

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地

午後、千歳空港より、航空機にて伊丹空港へ［12：20発／14：20着］。
着後、専用車にて、奈良市内へ。途中、雪柳の咲く海龍王寺に立寄ります。
奈良ホテルに３連泊 です。
─

午前、専用車にて室生寺へ。山岳寺院としては日本最古の金堂や美しい五
重塔へご案内します。
その後、聖徳太子生誕の地といわれる橘寺へ。秋と春のみ特別公開してい
る聖倉殿 （収蔵庫）を見学します。 
昼食は、古民家の町並みを残す橿原今井町にて。
午後、飛鳥の今井町を散策後、世界一巨大な埴輪や翡翠合わせ勾玉を展示
する橿原考古学研究所附属博物館へご案内します。
─

その後、春日山原生林の中を通る柳生街道随一の名刹・円成寺へ。室町時
代再建の本堂［重要文化財］、楼門［重要文化財］、平成に入ってから再建さ
れた朱色の多宝塔、大日如来坐像［国宝］をご覧いただきます。
昼食は、料亭『菊翠楼』にて会席料理をお召し上がりください。
午後、興福寺の国宝館を見学します。
また、老舗『吉野本葛』にて、本場の葛餅の味見も良いでしょう。

─
午前、大和三門跡のひとつ・中宮寺へ。やさしい微笑みが特徴の菩薩半跏像
をご覧いただきます。また、本宮脇に咲く山吹は見頃を迎えます。
昼食は、斑鳩名物・竜田揚げランチです。
昼食後、明治時代から続く大和郡山の金魚ストリートに立寄り、伊丹空港
へ。
着後、伊丹空港より、航空機にて、千歳空港へ［15：55発／17：40着］。
千歳空港到着後、解散となります。
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1

3

4

2

大和古寺巡礼 奈良の魅力再発見の旅

（注）緊急事態宣言等により、休館となった場合には、三島スカイウォークや伊豆パノラ
マパークの観光に振り替えさせていただきます。

01月17日（月）発～01月19日（水）着…￥258,000
￥31,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2022年 ３日間

ご利用ホテル

『川棚グランドホテルお多福』
　伝統的な歴史と穏やかな雰囲気をもつリラックスした温泉ホ
テルです。当ツアーでは、温泉付きの客室をご用意いたしました
ので、ご自身のタイミングで何度でも温泉お楽しみいただけま
す。夕食は下関とその周辺の食材を使った本格会席料理です。
本場下関の「とらふく」や、唐戸市場直送の干物も楽しみです。

■お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回
■ご利用バス・タクシー会社／山口観光タクシー他同等クラス

つばき露天風呂（イメージ）

03月01日（火）発～03月03日（木）着…￥296,000
￥49,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2022年 ３日間

ご利用ホテル

『海石榴つばき』
奥湯河原温泉高級料亭温泉旅館
　100種以上の椿が植えられた池泉の庭園をはじめ、奥湯河
原の豊かな自然に抱かれた泊まれる料亭、海石榴（つばき）で
す。季節の旬の素材を活かした季節ごとの懐石料理は、熟練の
料理人の技と厳選された器で評判です。観光客の多い箱根温
泉と熱海温泉と違い、奥湯河原温泉はまさに『隠れ家』です。日
常を離れてゆっくりとお寛ぎください。

■お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回
■ご利用バス・タクシー会社／箱根タクシー他同等クラス

02月05日（土）発～02月07日（月）着…￥296,000
￥49,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2022年 ３日間

ご利用ホテル

油谷湾温泉ホテル『楊貴館』
　青い日本海が広がる本州北西部、波穏やかな油谷湾を間近
に望む高台に、わずか一軒佇む『楊貴館』。露天風呂から望める
夕陽が自慢のホテルです。展望風呂、炭酸風呂、美肌のとろとろ
風呂など数種類の湯巡りもお楽しみください。料理は旬の食材
を使った創作和食です。山口県産の河豚料理もお楽しみくださ
い。

■お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回
■ご利用バス・タクシー会社／山口観光タクシー他同等クラス

04月03日（日）発～04月06日（水）着…￥342,000
￥49,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2022年 4日間

ご利用ホテル

明治開業 西の迎賓館『奈良ホテル』
　奈良を代表するクラシックホテルにたっぷり3連泊です。夕食
は毎日変化があるようフレンチと和食を交互に用意いたしま
す。客室は本館のスタンダードルームをご用意しました。また徒
歩圏内に奈良公園やならまちエリアがあり立地も良好。ご希望
の方はチェックイン後に、添乗員が散策をお手伝いします。

■お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回
■ご利用バス・タクシー会社／MKタクシー、奈良近鉄タクシー
他同等クラス

32 33

（4）★★★★

株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006 株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006
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