
三浦半島コース 三浦半島コース 

水中観光船「にじいろさかな号」水中観光船「にじいろさかな号」

鎌倉鶴岡八幡宮･ソレイユの丘鎌倉鶴岡八幡宮･ソレイユの丘 

バスツアー集合･出発場所 ○相模大野駅北口旧伊勢丹前
○古淵駅ブックオフ7号館前 ←NEW
○上溝ダイエー前
○並木2丁目セブンイレブン前
○淵野辺駅南口大野北公民館前
○相模原駅南口横浜銀行付近
○橋本駅南口送迎バスレーン

８名様以上でお申込の場合

は集合場所を調整をさせて

いただきます。

幹事様、ぜひご相談下さい。

A-124

ご注意　お取消の場合は、旅行代金を基準とした所定
の取消料を承ります（GoToトラベル助成額後ではござい
ません）ご理解の上で、お申込をお願い致します。

お申込後、７日以内に
20%以上、任意の額での
ご入金をお願いします。
入金後受付完了となります。
中止時はご返金致します。

【初日】各出発地 ＝ 関越北陸道（自由昼食） ＝ 宇奈月駅 － （黒部峡谷トロッコ列車/リラックス車両） －
ー　釣鐘駅（散策）　ー　宇奈月駅 ＝ゆのみこ温泉
【2日目】ホテル ＝ 立山駅 －（ケーブルカー）－ 美女平 －（高原バス）－ 室堂 －（トンネルバス）－ 大観光峰
－（ロープウェイ）－ 黒部平 －（ケーブルカー）－　黒部湖－ 黒部ダム － 扇沢 ＝ 帰着地（20時頃）

黒部峡谷トロッコ列車と黒部峡谷トロッコ列車と
立山黒部アルペンルート立山黒部アルペンルート
ゆのみこ温泉宿泊ゆのみこ温泉宿泊

■設定人数35名/最小催行人数20名/朝食1･昼食1･夕食1付 添乗員同行

出発日／９月27日（月）ツアー代 ￥41,500円
4名様1室　3名様￥2,000増　2名様￥3,000増
出発地　　相模大野6:30　淵野辺6:50
　　　　　相模原    7:00　橋   本 7:15

1泊コース1泊コース

B-011

日本でここだけ！日本でここだけ！

出発日　8/16（月）  設定人数 40 名　最少催行人員 25 名　添乗員同行

出発地　上溝 6:00　橋　本 6:15　相模原 6:30　淵野辺 6:40　相模大野 7:00
　　　　→新金谷駅→（きかんしゃトーマス号指定席）→千頭駅→（南アルプスあぷ
　　　　とライン自由席）→奥大井湖上駅（絶景ロケーション･鉄道ファン憧れの
　　　　秘境駅 - 20 分程登り徒歩移動）→各帰着地（20 時頃 / 締切 7/31 まで）

各出発地 ＝ 楽寿園（うっそうとした森に囲まれた公園） ＝ （源兵衛川に沿っての
んびり平坦な遊歩道と街並みを約 90 分のお散歩に出発 / ガイド案内付 / 歩くこ
とが苦手な方はバスで三島大社へ移動有）－三嶋大社（伊豆の国のいちのみや参拝）
 ＝ 伊豆フルーツパーク（しらす釜まぶし御膳の昼食とマスクメロン 1 玉狩り･メ
ロン 1/16 デザート） ＝ 山中城跡公園（400 年前の遺構･土だけの山城 / ガイド
案内付） ＝ かまぼこの里 ＝ 帰着地（上溝から帰着･最終相模大野 18 時頃）

富士の湧水 A-129 しらす釜まぶし御膳の昼食

真夏に涼を求めて、三島の清流に沿ってガイド付き
お散歩とマスクメロン狩り 1 玉を楽しみます。

料　金　　　　　　大人￥10,800

 　　　　　　　　　　　WEB 申込みで￥300 引（メール送信･郵送物はございません）

出発地　上溝 7:30　橋本 7:50　相模原 8:05　淵野辺 8:15　相模大野 8:40

山中城跡（イメージ）

源兵衛川（イメージ）

メロン狩り（イメージ）

出発日 8/18（水）  設定人数 40 名　最少催行人員 25 名　添乗員同行

車山高原車山高原
八島湿原ハイキング八島湿原ハイキング

「きかんしゃトーマス号｣ご乗車きかんしゃトーマス号｣ご乗車
大井川鉄道大井川鉄道と南アルプスあぷとライン南アルプスあぷとライン
湖に浮かぶ秘境駅･奥大井湖上駅湖に浮かぶ秘境駅･奥大井湖上駅

8/16 （月） 発

出発日と時間

            8/24（火）発／相模大野 7:00　淵野辺 7:30　相模原 7:40　橋本 8:00

            8/26（木）発／古淵 7:00　並木 7:20　上溝 7:35　橋本 8:00

この時期の車山高原では、通年マツムシソウやハクサンフウロ、

ツリガネニンジン、シシウド、ワレモコウなどご鑑賞いただけます。

自分のペースで歩くことのできる軽ハイキングです。

A-126

料　金　\11,800
　　　　WEB 申込みで￥300 引（メール対応･郵送物はございません )

出発地　各出発地 ＝ 車山スカイプラザ（３種のミニそばと味噌仕立ての豚しゃぶランチ） ＝ 車山高原展望リフト
             （約 15 分･眼下に白樺湖･蓼科山などを見渡す雄大なパノラマを見ながら） － 車山山頂駅 --（車山ハイキ
             ング / 下り道を 30 分 1.9km）-- 車山肩駐車場 ＝ 八島ヶ原湿原（1 周ゆっくり 90 分･高層湿原の遊歩
             道を自分のペースで歩きます） ＝ 各帰着地（19 時頃）

車山高原展望リフト（イメージ）

八島が原湿原（イメージ） 八島が原湿原（イメージ）

あぷとライン（イメージ）

奥大井湖上駅（イメージ）

奥大井湖上駅（イメージ）

室堂（イメージ） 黒部ダム（イメージ）

各出発地 ＝ 道の駅雷電くるみの里 ＝ 別所和苑（松茸コ

ースのご昼食） ＝ 北向観音堂（厄除観音として昔から信
仰を集める観音堂）＝  前山寺（重要文化財･三重塔） ＝
 各帰着地（19 時頃）

昼食内容

　●先付け（松茸寿し）

　●松茸の茶碗蒸し

　●松茸鍋

　●松茸土瓶蒸し

　●松茸ご飯

　●きのこ汁

　●香の物

　●〆のうどん

　●デザート

料　金　
　　　　　

「信州の鎌倉」塩田平を一望する爽やかな松林が
広がる松茸山の松茸小屋で召し上がる豪華松茸
料理コースをお楽しみいただきます。

出発日と時間

①9/25（土）発
　相模大野 7:00　淵野辺 7:30　相模原 7:40　橋本 8:00
②10/18（月）発
　古淵 7:00　並木 7:20　上溝 7:35　橋本 8:00

最少催行人員25名･設定35名コース

各出発地 ＝ 鎌倉･鶴岡八幡宮 ＝ 三崎港 海の幸（お刺身
の昼食） ＝ 水中観光船 にじいろさかな号 ＝ うらり三崎
フィッシャリーナ・ウォーフ（お買物）　 ＝ 長井海の手
公園 ソレイユの丘 ＝ 各帰着地 (18 時頃）

最少催行人員25名･設定40名コース

水の都三島の清流お散歩と水の都三島の清流お散歩と

山中城跡山中城跡･メロン狩りメロン狩り

三浦半島コース 

水中観光船「にじいろさかな号」

鎌倉鶴岡八幡宮･ソレイユの丘 

A-128

■9 月 15 日（水）
■料　金
　

■出発地
　 上 溝 7:30　  橋 本 7:50　相模原 8:05
 　淵野辺 8:15　相模大野 8:40

昼食内容

昼食施設（イメージ）

昼食内容

にじいろさかな号（イメージ）

前山寺（イメージ）

料　金　大人￥17,500（SL の里　汽車べんとう付）
　　　　小人 (２歳以上～小学生 )￥14,500
　　　　　　（きかんしゃトーマスランチボックス付）

WEB 申込みで￥300 引（メール対応･郵送物はございません）

WEB 申込みで￥300 引（メール対応･郵送物はございません）

WEB 申込み で￥300 引
（メール送信･郵送物は
ございません）

■設定人数40名/最小催行人数25名/ 添乗員同行

\11,800\11,800

￥10,800￥10,800
ツアー代

￥10,800￥10,800

￥8,900￥8,900￥8,900￥8,900
WEB 申込みで￥300 引

（郵送物はございません）)

\19 ,800\19 ,800\19 ,800\19 ,800

A-127

きたむきかんのん ぜんざんじ

信州別所･北向観音･前山寺信州別所･北向観音･前山寺

松茸小屋の松茸コース松茸小屋の松茸コース


