
あじさい紀行
「善峯寺・藤森神社・
三千院」と
京都迎賓館

1泊2日
京都

●募集人数／20名（最少催行人員15名） 
●食事／朝食１回、昼食１回、夕食なし
●募集人数／20名（最少催行人員15名） 
●食事／朝食１回、昼食１回、夕食なし

※国公賓等の接遇、その他迎賓館の運営上の都合により、
　一般公開が中止になる場合があります。
※国公賓等の接遇、その他迎賓館の運営上の都合により、
　一般公開が中止になる場合があります。

お一人様 37,000円37,000円37,000円お一人様 37,000円37,000円37,000円お一人様 37,000円37,000円37,000円旅行代金 お一人様 37,000円旅行代金 （2名様1室）（2名様1室）

6月24日㊎6月24日㊎6月24日㊎出発日 6月24日㊎出発日

提供/三千院提供/三千院

城山西駐車場（７:30）→松江駅南口（７:50）→
宝塚北SA(昼食各自)→京都西山 善峯寺
→京都伏見 藤森神社→
三井ガーデンホテル京都駅前（宿泊・夕食各自）

6/24㊎

6/25㊏
宿→大原 三千院→京都ガーデンパレス（昼食）
→※京都迎賓館→松江駅南口（19:15）→
城山西駐車場（19:30）

No.2

提供/アドベンチャーワールド提供/アドベンチャーワールド

（楓浜）（楓浜）

（彩浜）（彩浜）

1泊2日
和歌山パンダ パンダ！！

「アドベンチャーワールド」と白浜温泉
パンダ パンダ！！
「アドベンチャーワールド」と白浜温泉
パンダ パンダ！！
「アドベンチャーワールド」と白浜温泉

No.3 パンダ パンダ！！
「アドベンチャーワールド」と白浜温泉

No.3

●募集人数／25名（最少催行人員18名） 
●食事／朝食１回、昼食なし、夕食1回
●募集人数／25名（最少催行人員18名） 
●食事／朝食１回、昼食なし、夕食1回

お一人様 44,000円44,000円44,000円お一人様 44,000円44,000円44,000円お一人様 44,000円44,000円44,000円旅行代金 お一人様 44,000円旅行代金 （2名様1室）（2名様1室）

9月2日㊎9月2日㊎9月2日㊎出発日 9月2日㊎出発日

城山西駐車場（７:10）→松江駅南口（７:30）→
和歌山マリーナシティ（昼食各自）→
白浜観光三段壁・千畳敷→
白浜温泉　ホテルシーモア（宿泊・夕食）

9/2㊎

9/3㊏ 宿→アドベンチャーワールド（昼食各自）→
松江駅南口（22:00）→城山西駐車場（22:15）

宿 泊 プ ラ ン宿 泊 プ ラ ン

写真提供：浜松・浜名湖ツーリズムビューロー写真提供：浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

3泊4日
静岡・栃木・
山梨

●募集人数／20名（最少催行人員15名） 
●食事／朝食3回、昼食1回、夕食2回なし
●募集人数／20名（最少催行人員15名） 
●食事／朝食3回、昼食1回、夕食2回

5月26日㊍5月26日㊍5月26日㊍出発日 5月26日㊍出発日

城山西駐車場(6:40)→松江駅南口(7:00)
→大津ＳＡ(昼食各自)→浜松城→くれたけ
インプレミアム静岡駅前(宿泊・夕食各自）
宿→日本平夢テラス・久能山東照宮→
清水 河岸の市(昼食各自)→
ホテル鬼怒川御苑(宿泊・夕食）
宿→世界文化遺産「日光東照宮」　
日光ゆば遊膳(昼食)→華厳の滝→
ホテルルートイン河口湖(宿泊・夕食）
宿→富士山五合目→静岡SA(昼食各自)→
松江駅南口(21:00)→城山西駐車場(21:15)

お一人様 95,000円95,000円95,000円お一人様 95,000円95,000円95,000円お一人様 95,000円95,000円95,000円旅行代金 お一人様 95,000円旅行代金 （2名様1室）（2名様1室）

立山黒部
アルペンルートと
黒部渓谷を訪ねて

2泊3日
長野・
富山

No.4

No.1No.1

5/27㊎

5/26㊍

5/29㊐

5/28㊏

●募集人数／25名（最少催行人員18名） 
●食事／朝食2回、昼食2回、夕食2回なし
●募集人数／25名（最少催行人員18名） 
●食事／朝食2回、昼食2回、夕食2回

9月15日㊍9月15日㊍9月15日㊍出発日 9月15日㊍出発日

城山西駐車場(7:00)→松江駅南口(7:20)→
大津ＳＡ(昼食各自)→
大町温泉 立山プリンスホテル(宿泊・夕食）
宿→扇沢駅＜トロリーバス＞→
黒部ダム（迫力の放水）　黒部湖　
黒部平＜ロープウェイ＞　
大観峰＜トロリーバス＞→室堂散策（昼食）→　
宇奈月温泉 延対寺荘(宿泊・夕食）
宿　宇奈月駅　　　　　　　　欅平駅「河原
展望台・奥鐘橋」欅平駅
宇奈月駅（昼食）→松江駅南口（21:30）→
城山西駐車場（21:45）

お一人様 81,000円81,000円81,000円お一人様 81,000円81,000円81,000円お一人様 81,000円81,000円81,000円旅行代金 お一人様 81,000円旅行代金 （2名様1室）（2名様1室）

9/16㊎

9/15㊍

9/17㊏

「浜松城・久能山東照宮・日光東照宮」と
富士山五合目

徳川家康ゆかりの地

新コース

撮影日
  2022年
  1月8日撮影

撮影日
  2022年
  1月8日撮影(　　　　　　)

ケーブルカー

黒部渓谷トロッコ電車

黒部渓谷トロッコ電車

●旅行条件は松江市交通局募集型企画旅行約款によります。
●各コースとも最少催行人員に満たない場合は旅行を中止することがあります。中止の場合
は旅行開始日の14日前迄（日帰りについては開始日の4日前迄）にお客様にご連絡します。

●旅行代金には消費税等諸税が含まれています。
●全てのツアーについて、係員（バスガイド又は案内人）が同行いたします。
●各コースの出発時間及び到着時間は、予定時間です。
●宿泊を伴うツアーの旅行代金について特に表示の無いものは、和室は定員、洋室は2名～3名
1室の料金です。1人部屋希望の方はお問い合わせください。

●悪天候、その他諸事情により、やむを得ないときは旅行内容が変更となる場合がございます。
●各コースに明記した場所以外でも途中乗車が可能な場所があります。詳しくはお問い合
わせください。

●旅行契約が締結された場合においてお客様のご都合で旅行を取り消しされる際、下表に
定める取消料を申し受けます。

●特別に注釈のない場合、旅行開始日を基準として中学生以上は大人代金、小学生は小人
代金となります。

●12歳未満の小人については、同伴する親等の監護者の「ワクチン接種証明書・陰性証明
書」が証明できれば不要です。

●写真は全てイメージです。

マイカーでお越しの方

駐車場ご利用の
お客様は事前に
ご連絡ください。

ホームページからもご予約できます。
松江市交通局ツアー 検索

島根県民会館島根県民会館

県警県警

島根県庁島根県庁

小泉八雲記念館小泉八雲記念館

松江城

遊覧船発着場遊覧船発着場

P

城
山
西
通
り

城
山
西
通
り

松江堀川
地ビール館
松江堀川
地ビール館

内中原
小学校
内中原
小学校

島根
ふるさと館
島根
ふるさと館

カラコロ工房

城山西駐車場
地ビール館向い
（普通車専用）

◉利用バス会社：松江市営バス（他社のバスになる場合もございます）
◉バス座席は原則としてお申し込み順とさせていただいております。

GoToトラベルキャンペーン割引適用について

2022年4月作成

お客様へのお願い コロナ対策

・日本バス協会の新型コロナウイルス感染予防ガイドラインに基づく対策を取
り運行いたします。
・バス車内でのソーシャルディスタンスを考慮して席割いたします。
・ツアー中はマスクの着用、乗車時のアルコール消毒液での手指の消毒、検温・
健康状態の確認にご協力ください。
・ご出発当日、参加される皆様の体温をチェックいたします。体温が37.5度以
上のお客様は、参加をご遠慮いただきますのでご了承ください。
・新型コロナウイルス感染拡大状況により旅行を中止・変更する場合があります。

21日目に当たる日以前の解除
20日目に当たる日以降の解除
10日目に当たる日以降の解除
7日目に当たる日以降の解除
旅行開始日前日の解除
旅行開始日当日の解除
旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行開始日の前日から起算して 日帰りコース 宿泊コース
          

旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の     100％

無  料

ツアー参加スタンプ用紙

スタンプ付与
有効期限

◆日帰り：1スタンプ　◆1泊2日：2スタンプ（1泊増すごとに1ポイント付与）

有効期限
初回

参加日より
1年間

※初回旅行参加日より1年間

Q1.どこで「市バス旅さんぽ」のツアーをお知りになりましたか？

Q2.今後、行きたい場所・ツアー企画のご要望があればご記入ください。

①DM ②友人・知人 ③HP・SNS ④その他（　　　　　　　　　　）

①日帰り（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②宿　泊（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏 名

フリガナ

住 所

TEL 年 齢 歳

〒　　　-

- -

〈アンケート〉

1 2

4 5

3

5スタンプ貯まると次回ツアー参加の際に、
500円引いたします。旅行参加時にご提出ください。

松江市交通局
島根県知事登録旅行業第2-13号  全国旅行業協会会員

総合旅行業務取扱管理者 安藤 秀美

旅行
主催

「Go To トラベル事業」の再開は、詳細が未確定のため割引適用前の旅行代金
を表示しております。正式に再開が決定いたしましたらキャンペーン該当コース
は、割引支援ルールに基づき割引を適用する予定です。

〒690-0038 島根県松江市平成町1751番地21

(受付時間  平日9：00～17：45)
TEL：0852-60-1113
FAX：0852-60-1126
E - m a i l：k a n k o u @m a t s u e - b u s . j p

市 バ ス

さんぽ

市 バ ス

さんぽ

市 バ ス

さんぽ

市 バ ス

さんぽ

市 バ ス

さんぽ

安全・安心のご旅行をしていただく為、全コース新型コロナウイルス
ワクチン接種済み、もしくは検査陰性の方限定ツアーです。

松
江
市
営
バ
ス
で

行
く
バ
ス
旅
行

Tabi

市 バ ス

2022年 春夏号
さんぽ

MATSUE CITY BUS

松江市交通局

市

バ

ス

で

お

出

か

け

市

バ

ス

で

お

出

か

け

の

ん

び

り

 

ら

く

ち

ん

 

松
江
市
営
バ
ス
で

行
く
バ
ス
旅
行



日 帰 り日 帰 り

フ ル ー ツ 狩 りフ ル ー ツ 狩 り

大人
お一人様12,000円12,000円12,000円大人
お一人様12,000円12,000円12,000円大人
お一人様12,000円12,000円12,000円 小学生

お一人様8,000円8,000円8,000円小学生
お一人様8,000円8,000円8,000円小学生
お一人様8,000円8,000円8,000円旅行代金 大人

お一人様12,000円 小学生
お一人様8,000円旅行代金

○C 岡山県観光連盟○C 岡山県観光連盟

お一人様10,500円10,500円10,500円お一人様10,500円10,500円10,500円お一人様10,500円10,500円10,500円旅行代金 お一人様10,500円旅行代金
●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食１回●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食１回

ピオーネ狩りと酒蔵見学ピオーネ狩りと酒蔵見学ピオーネ狩りと酒蔵見学No.20ピオーネ狩りと酒蔵見学No.20

9月11日㊐・17日㊏9月11日㊐・17日㊏9月11日㊐・17日㊏出発日 9月11日㊐・17日㊏出発日

城山西駐車場（７:40）→松江駅南口（８:00）→森岡農園（ピオーネ狩り
試食+2房持ち帰り）→酒工房独歩館（昼食・酒蔵見学）→
松江駅南口（16:15）→城山西駐車場（16:30）

日帰り
岡山

城山西駐車場（７:00）→松江駅南口（７:20）→吉井農園（桃狩り 2玉賞味
+2玉持ち帰り）→おさふねサービスエリア（新幹線を眺めながらの昼食）
→日本一のだがし売り場→松江駅南口（17:00）→城山西駐車場（17:15）

日帰り
岡山

●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食1回●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食1回

桃狩りと日本一のだがし売り場桃狩りと日本一のだがし売り場桃狩りと日本一のだがし売り場No.19桃狩りと日本一のだがし売り場No.19

7月27日㊌7月27日㊌7月27日㊌出発日 7月27日㊌出発日

第２回国宝のお城を巡る 
世界遺産・国宝「姫路城」と 
天空の城「竹田城跡」
6月11日㊏6月11日㊏6月11日㊏出発日 6月11日㊏出発日

No.14No.14

●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食１回●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食１回

城山西駐車場（６:20）→松江駅南口（６:40）→天空の城「竹田城跡」→
山城の郷（昼食）→世界遺産・国宝「姫路城」→
松江駅南口（20:15）→城山西駐車場（20:30）

日帰り
兵庫

お一人様 15,000円15,000円15,000円お一人様 15,000円15,000円15,000円お一人様 15,000円15,000円15,000円旅行代金 お一人様 15,000円旅行代金

7月18日㊊㊗7月18日㊊㊗7月18日㊊㊗出発日 7月18日㊊㊗出発日

奥大山の水の森を歩く「木谷沢渓流散策」と
北栄町とうもろこし収穫体験
奥大山の水の森を歩く「木谷沢渓流散策」と
北栄町とうもろこし収穫体験
奥大山の水の森を歩く「木谷沢渓流散策」と
北栄町とうもろこし収穫体験

No.17 奥大山の水の森を歩く「木谷沢渓流散策」と
北栄町とうもろこし収穫体験

No.17

●募集人数／25名（最少催行人員18名） ●食事／昼食１回●募集人数／25名（最少催行人員18名） ●食事／昼食１回

城山西駐車場（８:40）→松江駅南口（９:00）→現地ガイドさんの案内で
奥大山の水の森を歩く「木谷沢渓流散策」約1km/1時間→
休暇村奥大山（昼食）→北栄町（とうもろこし収穫体験 3本持ち帰り）→
松江駅南口（16:15）→城山西駐車場（16:30）

日帰り
鳥取

7月3日㊐7月3日㊐7月3日㊐出発日 7月3日㊐出発日

大栄スイカ選果場見学と三朝温泉大栄スイカ選果場見学と三朝温泉大栄スイカ選果場見学と三朝温泉No.16大栄スイカ選果場見学と三朝温泉No.16

●募集人数／25名（最少催行人員18名） ●食事／昼食１回●募集人数／25名（最少催行人員18名） ●食事／昼食１回

城山西駐車場（８:40）→松江駅南口（９:00）→大栄スイカ選果場（試食）
→三朝温泉 三朝館（温泉と料理満喫）→
松江駅南口（16:30）→城山西駐車場（16:45）

日帰り
鳥取

9月10日㊏9月10日㊏9月10日㊏出発日 9月10日㊏出発日

温泉津 やきものの里（陶芸体験）と
三瓶わさび田
温泉津 やきものの里（陶芸体験）と
三瓶わさび田
温泉津 やきものの里（陶芸体験）と
三瓶わさび田

No18 温泉津 やきものの里（陶芸体験）と
三瓶わさび田

No18

●募集人数／25人(最少催行人員18名) 
●食事／昼食１回　●三瓶わさび田（お土産付）
●募集人数／25人(最少催行人員18名) 
●食事／昼食１回　●三瓶わさび田（お土産付）
城山西駐車場（7：10）→松江駅南口（7：30）→温泉津 やきものの里
（手びねり体験）→山の駅さんべ（昼食）→三瓶山頂（観光リフト）
→石見ワイナリー→三瓶わさび田（農園見学）→
松江駅南口（17：15）→城山西駐車場（17：30）

日帰り

大人
お一人様 10,000円10,000円10,000円大人
お一人様 10,000円10,000円10,000円大人
お一人様 10,000円10,000円10,000円 小学生

お一人様 7,000円7,000円7,000円小学生
お一人様 7,000円7,000円7,000円小学生
お一人様 7,000円7,000円7,000円旅行代金 大人

お一人様 10,000円 小学生
お一人様 7,000円旅行代金

お一人様14,000円14,000円14,000円お一人様14,000円14,000円14,000円お一人様14,000円14,000円14,000円旅行代金 お一人様14,000円旅行代金

大人
お一人様 9,500円9,500円9,500円大人
お一人様 9,500円9,500円9,500円大人
お一人様 9,500円9,500円9,500円 小学生

お一人様 6,500円6,500円6,500円小学生
お一人様 6,500円6,500円6,500円小学生
お一人様 6,500円6,500円6,500円旅行代金 大人

お一人様 9,500円 小学生
お一人様 6,500円旅行代金

○C 北栄町観光協会○C 北栄町観光協会

大田

ト ロ ッ コ 列 車 乗 車 体 験ト ロ ッ コ 列 車 乗 車 体 験
No.5No.5 奥出雲町特産品奥出雲町特産品奥出雲町特産品奥出雲町特産品 日帰り

奥出雲町

大人
お一人様9,000円9,000円9,000円大人
お一人様9,000円9,000円9,000円大人
お一人様9,000円9,000円9,000円旅行代金 大人
お一人様9,000円旅行代金

城山西駐車場（８:10）→松江駅南口（８:30）→
噂の生どら「松葉屋」→川西そば工房（昼食）→
奥出雲舞茸直売所→ＪＲ三井野原駅　　　　　　　ＪＲ木次駅
→松江駅南口（17:00）→城山西駐車場（17:15）

城山西駐車場（８:40）→松江駅南口（９:00）→
ＪＲ木次駅　 　　　　　　ＪＲ三井野原駅→三次ワイナリー（昼食）
→赤来高原（ブルーベリー摘み取り体験）→
松江駅南口（17:45）→城山西駐車場（18:00）

城山西駐車場（８:40）→松江駅南口（９:00）→
ＪＲ木次駅　　　　　    ＪＲ三井野原駅→せらワイナリー（昼食）
→世羅高原農場ひまわりまつり→
松江駅南口（18:15）→城山西駐車場（18:30）

●募集人数／30名（最少催行人員25名） 
●食事／昼食１回
●募集人数／30名（最少催行人員25名） 
●食事／昼食１回

7月30日㊏7月30日㊏7月30日㊏出発日 7月30日㊏出発日

「奥出雲おろち号」

小学生
お一人様6,000円 小学生

お一人様6,500円 小学生
お一人様7,000円

大人
お一人様10,000円10,000円10,000円大人
お一人様10,000円10,000円10,000円大人
お一人様10,000円10,000円10,000円旅行代金 大人
お一人様10,000円旅行代金

No.6No.6ブルーベリー
摘み取り体験
ブルーベリー
摘み取り体験
ブルーベリー
摘み取り体験
ブルーベリー
摘み取り体験

●募集人数／30名（最少催行人員25名） 
●食事／昼食１回
●募集人数／30名（最少催行人員25名） 
●食事／昼食１回

●募集人数／30名（最少催行人員25名） 
●食事／昼食１回
●募集人数／30名（最少催行人員25名） 
●食事／昼食１回

8月6日㊏8月6日㊏8月6日㊏出発日 8月6日㊏出発日

日帰り
飯南町

「奥出雲おろち号」 「奥出雲おろち号」

○C 飯南町観光協会○C 飯南町観光協会

大人
お一人様11,000円11,000円11,000円大人
お一人様11,000円11,000円11,000円大人
お一人様11,000円11,000円11,000円旅行代金 大人
お一人様11,000円旅行代金

No.7No.7 世羅高原
ひまわりまつり
世羅高原
ひまわりまつり
世羅高原
ひまわりまつり
世羅高原
ひまわりまつり
8月11日㊍㊗8月11日㊍㊗8月11日㊍㊗出発日 8月11日㊍㊗出発日

日帰り
世羅町

○C 世羅高原農場○C 世羅高原農場

6月18日㊏6月18日㊏6月18日㊏出発日 6月18日㊏出発日

うさぎと出会う島「大久野島」と
竹原町並み散策
うさぎと出会う島「大久野島」と
竹原町並み散策
うさぎと出会う島「大久野島」と
竹原町並み散策

No.15 うさぎと出会う島「大久野島」と
竹原町並み散策

No.15

●募集人数／25名（最少催行人員18名） ●食事／昼食１回●募集人数／25名（最少催行人員18名） ●食事／昼食１回

城山西駐車場（６:40）→松江駅南口（７:00）→竹原 忠海港　大三島フェリー
　大久野島→休暇村大久野島(昼食)うさぎと癒しのひと時→大久野島　
竹原 忠海港→竹原町並み散策→松江駅南口（18:45）→城山西駐車場（19:00）

日帰り

○C 休暇村大久野島○C 休暇村大久野島

大人
お一人様 11,500円11,500円11,500円大人
お一人様 11,500円11,500円11,500円大人
お一人様 11,500円11,500円11,500円 小学生

お一人様 6,500円6,500円6,500円小学生
お一人様 6,500円6,500円6,500円小学生
お一人様 6,500円6,500円6,500円旅行代金 大人

お一人様 11,500円 小学生
お一人様 6,500円旅行代金

日帰り
広島

城山西駐車場（12:40）→松江駅南口（13:00）→上野学園ホール 劇団四季
ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』S席（17:30～20：05）→
松江駅南口（23:15）→城山西駐車場（23:30）

劇団四季広島公演

迫真の舞 「石見神楽」迫真の舞 「石見神楽」迫真の舞 「石見神楽」No.8 迫真の舞 「石見神楽」No.8

テ ー マ パ ー ク・観 劇テ ー マ パ ー ク・観 劇
日帰り
浜田

お一人様13,000円13,000円13,000円お一人様13,000円13,000円13,000円お一人様13,000円13,000円13,000円旅行代金 お一人様13,000円旅行代金

城山西駐車場（８:10）→松江駅南口（８:30）→
国民宿舎千畳苑（石見神楽を楽しみながら昼食）→はまだお魚市場→
道の駅ごいせ仁摩→松江駅南口（17:00）→城山西駐車場（17:15）

●募集人数／25名（最少催行人員18名） ●食事／昼食１回●募集人数／25名（最少催行人員18名） ●食事／昼食１回

6月19日㊐6月19日㊐6月19日㊐出発日 6月19日㊐出発日

伊丹スカイパークと手塚治虫記念館伊丹スカイパークと手塚治虫記念館伊丹スカイパークと手塚治虫記念館No.9 伊丹スカイパークと手塚治虫記念館No.9 日帰り
兵庫

大人
お一人様12,000円12,000円12,000円大人
お一人様12,000円12,000円12,000円大人
お一人様12,000円12,000円12,000円 小学生

お一人様7,000円7,000円7,000円小学生
お一人様7,000円7,000円7,000円小学生
お一人様7,000円7,000円7,000円旅行代金 大人

お一人様12,000円 小学生
お一人様7,000円旅行代金

大人
お一人様 13,000円13,000円13,000円大人
お一人様 13,000円13,000円13,000円大人
お一人様 13,000円13,000円13,000円 小学生

お一人様 6,500円6,500円6,500円小学生
お一人様 6,500円6,500円6,500円小学生
お一人様 6,500円6,500円6,500円旅行代金 大人

お一人様 13,000円 小学生
お一人様 6,500円旅行代金

城山西駐車場（７:40）→松江駅南口（８:00）→
伊丹スカイパーク（滑走路横から離着陸する飛行機を見学）昼食弁当→
宝塚市立手塚治虫記念館→松江駅南口（19:15）→城山西駐車場（19:30）

●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食弁当１回●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食弁当１回

7月16日㊏7月16日㊏7月16日㊏出発日 7月16日㊏出発日

天保山ハーバービレッジ
「海遊館・天保山マーケットプレース」
天保山ハーバービレッジ
「海遊館・天保山マーケットプレース」
天保山ハーバービレッジ
「海遊館・天保山マーケットプレース」

No.10 天保山ハーバービレッジ
「海遊館・天保山マーケットプレース」

No.10 日帰り
大阪

城山西駐車場（６:40）→松江駅南口（７:00）→天保山ハーバービレッジ
（海遊館入館後フリー（昼食各自） 約4時間30分滞在）→
松江駅南口（20:30）→城山西駐車場（20:45）

●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／なし●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／なし

7月23日㊏・8月20日㊏7月23日㊏・8月20日㊏7月23日㊏・8月20日㊏出発日 7月23日㊏・8月20日㊏出発日

提供/ひょうご観光本部提供/ひょうご観光本部

提供/海遊館提供/海遊館

ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』

No.12

ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』

No.12

お一人様22,000円22,000円22,000円お一人様22,000円22,000円22,000円お一人様22,000円22,000円22,000円旅行代金 お一人様22,000円旅行代金

●募集人数／30名（最少催行人員20名）
●食事／なし
●募集人数／30名（最少催行人員20名）
●食事／なし

城山西駐車場（８:10）→松江駅南口（８:30）→上野学園ホール 劇団四季
ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』S席（13:00～15：35）→
松江駅南口（18:45）→城山西駐車場（19:00）

●募集人数／30名（最少催行人員20名） 
●食事／なし
●募集人数／30名（最少催行人員20名） 
●食事／なし

8月27日㊏8月27日㊏8月27日㊏出発日 8月27日㊏出発日

No.13 9月17日㊏9月17日㊏9月17日㊏出発日 9月17日㊏出発日

（C）宝塚歌劇団
Photographer 
LESLIE KEE(SIGNO)

No.11No.11 日帰り
兵庫

お一人様22,000円22,000円22,000円お一人様22,000円22,000円22,000円お一人様22,000円22,000円22,000円旅行代金 お一人様22,000円旅行代金

城山西駐車場（６:10）→松江駅南口（６:30）→宝塚大劇場11:00公演（昼食）
→松江駅南口（19:30）→城山西駐車場（19:45）

●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食１回●募集人数／30名（最少催行人員25名） ●食事／昼食１回
7月30日㊏7月30日㊏7月30日㊏出発日 7月30日㊏出発日

宝塚歌劇　Ｓ席で観る月組公演

-F・スコット・フィッツジェラルド作“The Great Gatsby”より-
脚本・演出/小池 修一郎

三井住友VISAカード ミュージカル
『グレート・ギャツビー』

海遊館入館チケット
付

新コース

新コース

新コース

新コース

新コース

新コース

新コース

広島

○C Disney○C Disney


