
     

日 次 月／日     スケジュール 食事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　                              　　　  ANA1795便

関西空港                                                     女満別空港 ===(車中弁当）====/ 朝　×
　    　09：15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　11：20     12：40

実は、知床半島クルーズは光の関係から、午後の乗船の方が景色的にも良いんです！
毎年、高確率で野生のヒグマが目撃できると人気のコース（目撃率は90%）！！

/=====ウトロ港～～～～(世界自然遺産知床半島ルシャコース）～～～ウトロ港====/ 昼  〇
　     　15：10 15：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 17：30 17：45

　 　　　　　　　　　　　　　　 　△知床半島遊覧船　　　　　　　　　　　　　　　　　△北こぶし知床ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ　　　

/===知床ウトロ温泉（泊）
        18：00

ご宿泊ホテル：北こぶし知床ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ TEL.0152-24-2021 夕　〇
2018年4月にリブランド。世界自然遺産知床の玄関口ウトロ温泉において、唯一海辺に立地する大型ホテル。

特徴的な一枚ガラスの大きな窓から雄大なオホーツク海を眺めることが出来ます。

知床連山を越えるドライブコース。峠からは羅臼岳や国後島を 望む。

ホテル====知床峠（知床連山眺望）======羅臼の海味　知床食堂(買物と昼食）====/ 朝　〇
　09：00　　　  09：20　　　　　　　　 　　09：50　　　　　    10：40　　　　　　　　　　　　　　　　　 12：20

  △知床峠　　　　　　　　　　　　　　△標津サーモン科学館　　　　　　 　      　　　　 △特別和食　灯々御膳 昼　○

日本一の鮭の故郷、標津町。９～１０月は、標津川に回帰したサケの遡上の様子がガラス越しに見られます。　

/=======標津サーモン科学館（館内見学と遡上見学）=======網走湖畔温泉（泊） 夕　〇
        　　　 13：00　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  14：20　　　　         16：30

ご宿泊ホテル：北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾートTEL0152-48-3211
旬の味覚を愉しむ海鮮レストランや温泉、オホーツク文化をモチーフに網走湖畔、呼人の丘にある温泉リゾートホテル
オホーツクの素材を中心に、そして広大な大地の恵みに囲まれた地域性を活かした和食を、目と舌でご堪能下さい。

能取湖サンゴ草群落（北海道網走市）は、日本一の規模を誇るサンゴ草の群生地。

サンゴ草の紅葉見頃は例年9月中旬から下旬で、赤く色付いた様子は「真紅のカーペット」と呼ばれます。

ホテル================能取湖サンゴ草群落（見学)=======================/ 朝　〇
　08：45　　　 　　          　　    　09：10                             10：00

                                   △能取湖サンゴ草群落 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ANA1796便

/===女満別空港(OP豚丼弁当＠1500円）　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　関西空港 昼各自
　　　　10：30　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：25

（写真はイメージです）  近畿日本ツーリスト 特約店ツーリスト企画 高の原営業所　tel0742-70-5001/fax0742-71-3101

このコースのこだわりポイント‼
障害者グループのご一行様にて実施しました。北海道道東の自然を感じて頂きたくて、
体に負担の少ない女満別空港への直行便がある時期に限定。自然の豊かさを感じて
もらいたくて、サケの遡上やこの時期しか見れない能取湖のサンゴ草群落を観光‼
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日 次 月／日     スケジュール 食事条件
　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 ＪＡＬ2151便　　　赤・黄色に色付いたブナやナラ、カエデなどが織り成す錦絵のような風景を満喫

伊丹空港 　　　　　　　　           　　　青森空港===八甲田山ロープウェイ（紅葉狩り）===/ 朝　　×
 　    07：40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09：10　10：15   11：00　　　　　　　　　　　　　　　　12：30

　　　　青森県産、季節感にこだわったオリジナル料理「奥入瀬キュイジーヌ」をご堪能。

/===奥入瀬　森のホテル（季節の味わいが楽しめる今が旬のランチコース）====/ 昼　　○
　　　　13：20ＴＥＬ0176-74-2300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：30
　　　

　　　

十和田湖から焼山までの約14kmの流れ、奥入瀬渓流。渓流にはツツジやカエデが千変万化の美しさ、正に絶景。　

/===奥入瀬渓流散策と車窓見学(銚子大滝・白糸の滝・阿修羅の流れ）===奥入瀬渓流（泊） 夕　　○
 　　　14：50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16：40     16：50

宿泊ホテル：星野リゾート奥入瀬渓流ホテルＴＥＬ0176-74-1111
ＴＶ・雑誌でも話題の今一番人気のホテルグループ「星野リゾート」。日本屈指の景勝地「奥入瀬渓流」河畔に建つ
唯一の温泉ホテル。紅葉ベストシーズンに渓流散策など奥入瀬の一番美しい朝のひとときを満喫。

　　　

　　　
典型的二重式カルデラ湖。紅葉は見事で、特別名勝地に指定。　白神山地のお膝元にある落差12メートルの滝。

ホテル=====発荷峠（十和田湖展望）====(樹海ライン）===峨瓏大滝（眺望）===/ 朝　　〇
　09：00　　　　　 09：40　                    09：50　　　　　　　　　　　　　　　  12：00　         12：20　　

　　　　白神山地の大自然を満喫することのできる岳岱は、苔むした岩塊と約12ha の原生的ブナ林が
　　　　調和した風景林で、自然観察には最適な場所。

/===ゆとりあ藤里（きりたんぽ鍋昼食）===白神山地・岳岱（散策）===あきた白神温泉（泊） 昼　　○
　     12：30　　　　　　　　　　　　　13：30　    　　  14：30　　　　　　　　　　　　　15：30　　　17：30

宿泊ホテル：あきた白神温泉ホテルＴＥＬ0185-77-2233 夕 　〇
平成23年5月に新装オープン世界自然遺産緑豊かなブナの森 「白神山地」を望むホテル。

　　　

　
白神山地のブナの森に大小33の湖沼が点在する。中でもコバルトブルーに輝く「青池」は神秘的な雰囲気。　

 ホテル===白神山地・十二湖散策（森の物産館--青池--ブナ自然林--沸壺の池）===/ 朝　　○
   08：30　　　　09：20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10：50

海沿いの絶景が望める五能線を行く「リゾートしらかみ」号乗車予定。　　　　　国の重要無形民俗文化財である
紅葉時期の人気列車の為、１ヶ月発売で取れない場合は、一般列車利用。　なまはげの特異神事を実演

/===十二湖駅+++（駅弁「あわびめし」の昼食）+++森岳駅===男鹿真山伝承館（見学）===/ 昼　　○
         11：25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：41     　　 14：00　　　　　　　　　　15：20
大潟村、鳥海山、入道崎と 360度の大パノラマ満喫 　　　　　　　　　　　　ＪＡＬ２１７６便　　　　　　　　　　　　　　　　　

/===寒風山回転展望台（男鹿半島展望）===秋田空港　　　　　　　　　　　　　　　　伊丹空港　　　　　夕　　×
　　　　15：50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16：20　　　17：50　18：50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20：15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近畿日本ツーリスト 特約店ツーリスト企画高の原営業所TEL0742-70-5001　FAX0742-71-3101　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

このコースのこだわりポイント‼
会社様の周年旅行で実施しました。東北の紅葉を満喫したいとご希望を頂き、
食事・ホテル・観光において贅沢に優雅に心の思い出に残る旅行になるよう意識しました。
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日 次 月／日     スケジュール 食事条件

                    「キリン一番搾り生ビール」のこだわりの製法やうまさの秘密をたっぷり体感。

                   一番搾り麦汁と二番搾り麦汁の飲み比べや、麦芽の試食、ホップの香りを体験できるツアー。

ご指定場所===（南阪奈・近畿・中国）===神戸キリンビアパーク（工場見学と試飲）===/ 朝　×
　　　　　  8：40                                               10：40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12：00

　　　　　　　　　　△神戸キリンビアパーク（工場見学と試飲）　　　　　　　　　　△神戸三田プレミアムアウトレット
　　　ロサンゼルス市郊外の高級住宅地「パサディナ」をイメージした建物には、約210の著名ブランドが勢ぞろい。
　　　開放感ある大人の街でショッピングをお楽しみいただけます。又、神戸で人気の飲食店も充実！

/======神戸三田プレミアムアウトレット（自由昼食とショッピング）=======有馬温泉（泊）  昼　各自
　　　　　　　12：20                                                   　　　　　　　　　    14：40　　　　　　　15：00　

  
　
「有馬温泉」日本三古湯 の一つ。全国に名高い金泉・銀泉が楽しめる、名実ともに日本を代表する 名湯。
秋の有馬は、11月中旬頃の瑞宝寺公園の紅葉が格別情緒があって美しい！ 
早めの、ホテル入りで温泉街の散策や、紅葉が色づいていれば紅葉狩りをお楽しみください。

ご宿泊ホテル：有馬温泉　旅館「中の坊瑞苑」   夕　〇
じゃらん統計。高級宿ﾗﾝｷﾝｸﾞ全国5位！総合評価4.8！有馬温泉を代表する高級旅館。
大人の為の癒し宿。有馬温泉の中でもアクセスが良く、金泉と銀泉の両方をお楽しみ頂けます。
又、お食事は旬の食材をふんだんに取り入れ、彩り鮮やかに造り出される逸品料理の数々でご堪能。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
紅葉散策や街歩きや温泉三昧など自由にエンジョイ。目の前でシェフが美味しく焼き上げてくれます。

ホテル(ゆっくりのご出発）=====ステーキランド神戸館（国産牛ステーキランチ）===/ 朝　〇
　　　　　　　　　　　　　　　 　10：30            11：20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　12：20　　　

　　　　　　　　△ステーキランド神戸館 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△インスタントラーメン発明記念館　　

全国有数の人気の体験型食育施設。「チキンラーメンファクトリー」や「マイカップヌードルファクトリー」と

いった体験工房やインスタントラーメンに関するさまざまな展示を通して発明・発見の大切さを伝えています。

/====インスタントラーメン発明記念館（チキンラーメン手作り体験と館内見学）=====/   昼　○
　　　　　13：40                               　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16：20

チキンラーメンファクトリー体験料800円（48名様限定。希望者多数の場合は、事前に抽選！）
工場体験人気ランキング全国1位。予約開始直後に売り切れる、一度はチェレンジしたい体験です。
体験時間　14：30～16：00
「チキンラーメン」を手作りできる工房。小麦粉をこね、のばし、蒸したあとに味付けをし、
「瞬間油熱乾燥法」で乾燥するまでの工程を、楽しみながら体験することができます。

/======（中国・阪和道・南阪奈道）=====葛城ＩＣ=====ご指定場所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  17：50

奈良市右京１丁目３番地４サンタウンプラザすずらん館近畿日本ツーリスト 特約店ツーリスト企画　TEL（0742）70-5001 FAX （0742）71-3101　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

このコースのこだわりポイント‼
女性の多い職場旅行で実施しました。近場で、ゆっくりしたいとリクエストを頂きました。
観光地などは、行かれた場所が多く新鮮味がない為予算的にも宿泊に比重を置きたかったので
各企業が行っている工場見学や体験を入れましたが、人気施設ばかりの為予約押さえに必死でした!

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11sm356k0/EXP=1436865132;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVGZsa1JoUnNsTG5tLVNMdkJBNVBmODhoWHB1elZKYjU4cGxmNXVoYkpZb1JMQVkwaVdBd25xWk45WQRwAzVweUo2YWFzNXJpcDVyT0o0NENBNTdTRjZKR0oEcG9zAzMEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http%3a/arimaspa.com/file/00/koyo_003.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13fs6nuiq/EXP=1419815032;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUURZZTJ3UzhyMGZSMFE5QnRkUno1UklUNFoxWlFWRXhuQUNBY19KcGt2alpkaEdtR2J2THJnTzlvBHADNDRLdDQ0T3E0NE96NDRPVDQ0S2k0NE9SNDRPODQ0S3Y1NldlNW9pNARwb3MDMjUEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http%3a/blogs.c.yimg.jp/res/blog-e8-13/kyuta27/folder/991137/25/64509825/img_12%3f130856577
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13q64oras/EXP=1437132521;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmUxX0FRRGhlVUFGOXRBekZFZEVrczlpeXc2amYyTURHNnVVZDhBYjE2YzFqMVhxTUx0cm9SRUF3BHADNDRLNTQ0T0c0NE84NDRLdDQ0T3A0NE96NDRPSjU2V2U1b2k0NmFTbwRwb3MDMzMEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http:/makurokurosk.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_003/makurokurosk/m_IMG_3674-960-d2f97.jpg?c=a
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13t8c4jpn/EXP=1419815031;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVEtETXdhcy01eFdIeXRmMFFTLXhsUEpjQjE3ZkpXVi0waWF6ckJXOEpGRnZWRFV0ZlFEVE1RMjB0TwRwAzQ0S3Q0NE9xNDRPejQ0T1Q0NEtpNDRPUjQ0Tzg0NEt2NTZXZTVvaTQEcG9zAzE4BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www.city.kobe.lg.jp/information/public/online/photo/number14/special_features/img/index_topimg.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13j49e1qb/EXP=1439087835;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU3dZTUJSa1ZoQXJuRDFNX0llN19CVW9NZWliV2dtbVFIMXp4ajViUkRlZDRpSU0xMzZDOXNDV2pGeARwAzQ0S2s0NE96NDRLNTQ0S180NE96NDRPSTQ0T3A0NE84NDRPaDQ0T3o1NW02NXBpTzZLaVk1Yi4xNmFTbwRwb3MDMzMEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http%3a/imgcache.its-mo.com/contents/KNK_ZPOI/00000000000000538023/000538023-1/000538023-1_m.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12hbii55i/EXP=1439087835;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlZidlprbV9lVnNfVThDeEpBcDhzX04wRFdFWVhkcHBmcklwZ3pBeGhuUjd0d01jcmtuc0NTRDVvBHADNDRLazQ0T3o0NEs1NDRLXzQ0T3o0NE9JNDRPcDQ0Tzg0NE9oNDRPejU1bTY1cGlPNktpWTViLjE2YVNvBHBvcwMzNQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/**http%3a/lmaga.jp/images/entry/110617-2travel/instant-ramen.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=136vgsom5/EXP=1439085412;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUTlDVGJCVGdMTzAteGpjbVlPYVNHYW5CSTBwUVN3OVNZOFViTXdCMW8wVlJvMEZfSzZDTXEtS0lZBHADNDRPQjQ0S3Q0NE96NDRPcDQ0Tzg0NE9oNDRPejQ0T1Y0NEtoNDRLdjQ0T0k0NE9xNDRPOARwb3MDMgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/**http:/gourmet-labo.jp/assets/users/4/images/2012/03/cupnoodle/20120319-171501.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13q27tesa/EXP=1439085307;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUTBTUTVRbm1aellJekJra0xWZXhJMHBoRTdURGtLUGRHWDRXYUpuNEJHNTg1SGRRal9QQl9xZExBTgRwAzQ0S2s0NE96NDRLNTQ0S180NE96NDRPSTQ0T3A0NE84NDRPaDQ0T3o1NW02NXBpTzZLaVk1Yi4xNmFTbwRwb3MDMjMEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http:/p.travel.biglobe.ne.jp/img/userPhoto/002/648/73/N000/000/000/123463857478316108206_PICT0113.JP
http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/6/6435015/64350151100010175.jp
http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/6/6435015/64350151100010100.jp
http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A08/28/2801/280109/6435015/儀ǀ➨
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13kng4n8i/EXP=1436866515;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVEFsLXg3SFZqNkluSEpuLWJleXh5emxodWtXY3JUdGhGUGhWR0NfcHhBeHNrX2FYQXMydHluaVIwBHADNUxpdDQ0R3U1WjJLNTVHZTZJdVIEcG9zAzEwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/blogs.c.yimg.jp/res/blog-47-2a/gourmet_1212/folder/1227004/65/54294465/img_6?137290226


   

日 次 月／日     スケジュール 食事

ご指定場所===交野南ＩＣ===（第二京阪・阪神・第二神明・神淡鳴道）===鳴門北IC===/ 朝　×
 　    　 08：20

渦潮の町鳴門、瀬戸内海国立公園内に位置する四国のエントランス徳島を代表する南欧風リゾートホテル。

目の前のオープンキッチンで調理される様子を眺めながら、天ぷらや焼き物など、出来たて味をバイキングで。　

刺身・寿司カウンターでは鳴門鯛やハマチなど、地元の海の幸が目の前でひかれる活魚料理や、

鳴門の海の幸・山の幸を取り入れた種々の料理を心ゆくまで堪能できます。

/=====ルネッサンスリゾートナルト（阿波三昧彩にてホテルランチバイキング）=====/ 昼　○
　         11：30     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：50

　　　　　　　　　　　　　　　　　△ルネッサンスリゾートナルト[阿波三昧彩]　　　　　　　

 2つの内、ご希望の観光をお選びください。
Ａ「世界美術館巡り」大塚国際美術館鑑賞*紅白放送後話題沸騰！
「行ってよかった美術館＆博物館ランキング」で堂々の第一位を獲得。

世界25カ国、190余の美術館が所蔵する古代から現代までの西洋名画1,000余点を、

原寸大で陶板の上に忠実に再現。国内最大規模を誇る世界で類を見ない、陶板名画美術館。

 /==========大塚国際美術館(世界の名画鑑賞）========================/
                      13：00　　                                     14：50

　　　　　　　                                                  △大塚国際美術館

Ｂ「うずしおクルーズ」遊覧船乗船
鳴門海峡は、本州と四国の間にある瀬戸内海と太平洋とを結ぶ海峡の一つ。

潮汐により1日に2回、大量の海水が瀬戸内海に流れ込み、又同様に1日に2回瀬戸内海から流れ出て渦が出来る

潮の流れが強い時間帯に１時間のうずしおクルーズをお楽しみ下さい♪運が良ければ大きな渦を見れるかも！

 /=======福良港～～～～～うずしお観潮船クルーズ～～～～～福良港=======/
                     13：20　                                                                        14：45　　　　　

　　　　　　　　        　　　△うずしお観潮船クルーズ

　
 /===ハイウェイオアシス淡路（買物）===(神淡鳴道・第二神明・阪神）====ご指定場所 夕　×
　       15：40                                16：10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：15

（写真はイメージです）  近畿日本ツーリスト 特約店ツーリスト企画 高の原営業所　tel0742-70-5001/fax0742-71-3101

このコースのこだわりポイント‼
自治会様の日帰り旅行で実施しました。参加者の年齢層が幅広く1～90歳まで！
参加形態もご家族・友人・一人参加など様々でしたが食事場所は一同に集まる事が条件。
料金的にも予算があったのと、年齢層により食事の好みが異なる為ランチバイキングに！
観光コースを2パターンに分かれて希望に沿ったチョイス形式にしました。
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