
10,800円
7,600円

野菜ソムリエ
認定レストランで昼食
野菜ソムリエ

認定レストランで昼食

姉妹都市
“尾道市”
姉妹都市
“尾道市”

花 い っ ぱ い ！！花 い っ ぱ い ！！
日帰り
広島風光明媚な姉妹都市

“尾道市”を訪ねて
風光明媚な姉妹都市
“尾道市”を訪ねて
風光明媚な姉妹都市
“尾道市”を訪ねて

No.1 風光明媚な姉妹都市
“尾道市”を訪ねて

No.1

お一人様9,600円9,600円9,600円お一人様9,600円9,600円9,600円お一人様9,600円9,600円9,600円旅行代金 お一人様9,600円旅行代金

●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

3月30日㊍3月30日㊍3月30日㊍出発日 3月30日㊍出発日

城山西駐車場(7:10)→松江駅南口(7:30)→尾道 千光寺頂上「新しく
なった展望台」　千光寺ロープウェイ　山麓駅→かき左右衛門(昼食)→
国宝 浄土寺→松江駅南口(17:15)→城山西駐車場(17:30)

日帰り
雲南

さくら名所100選
「斐伊川堤防桜並木」
さくら名所100選
「斐伊川堤防桜並木」
さくら名所100選
「斐伊川堤防桜並木」

No.2 さくら名所100選
「斐伊川堤防桜並木」

No.2

お一人様6,000円6,000円6,000円お一人様6,000円6,000円6,000円お一人様6,000円6,000円6,000円旅行代金 お一人様6,000円旅行代金

●募集人数／18名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／18名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

3月31日㊎3月31日㊎3月31日㊎出発日 3月31日㊎出発日

城山西駐車場(9:40)→松江駅南口(10:00)→奥出雲葡萄園→
＆ＣＡＦＥ華羅(昼食)→木次 斐伊川堤防桜並木散策→
松江駅南口(15:00)→城山西駐車場(15:15)

日帰り
岡山新庄宿がいせん桜・

津山城の桜と酒蔵見学
新庄宿がいせん桜・
津山城の桜と酒蔵見学
新庄宿がいせん桜・
津山城の桜と酒蔵見学

No.3 新庄宿がいせん桜・
津山城の桜と酒蔵見学

No.3

お一人様11,000円11,000円11,000円お一人様11,000円11,000円11,000円お一人様11,000円11,000円11,000円旅行代金 お一人様11,000円旅行代金

●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

4月8日㊏4月8日㊏4月8日㊏出発日 4月8日㊏出発日

城山西駐車場(8:10)→松江駅南口(8:30)→がいせん桜通り→津山鶴山
ホテル(昼食)→津山城(鶴山公園)→多胡本家酒造場(酒蔵見学)→
松江駅南口(18：:00)→城山西駐車場(18:15)

日帰り
広島世羅高原花めぐり「チューリップ・芝桜・

ネモフィラ」を愛でる
世羅高原花めぐり「チューリップ・芝桜・
ネモフィラ」を愛でる
世羅高原花めぐり「チューリップ・芝桜・
ネモフィラ」を愛でる

No.4 世羅高原花めぐり「チューリップ・芝桜・
ネモフィラ」を愛でる

No.4

お一人様11,000円11,000円11,000円お一人様11,000円11,000円11,000円お一人様11,000円11,000円11,000円旅行代金 お一人様11,000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

4月23日㊐4月23日㊐4月23日㊐出発日 4月23日㊐出発日

城山西駐車場(8:10)→松江駅南口(8:30)→世羅高原農場(チューリップ
祭り)→せらワイナリー(バーベキュー<Bコース>の昼食)→花夢の里(芝桜
・ネモフィラ)→松江駅南口(17:00)→城山西駐車場(17:15)

の り も の 大 好 き ！！の り も の 大 好 き ！！

提供/岡山県提供/岡山県

○C 世羅高原農場○C 世羅高原農場

レイクライン
バス利用

◆割引前旅行代金 12,000円　◆全国旅行支援割 2,400円◆割引前旅行代金 12,000円　◆全国旅行支援割 2,400円

◆割引前旅行代金 7,500円　◆全国旅行支援割 1,500円◆割引前旅行代金 7,500円　◆全国旅行支援割 1,500円

観光用
トロッコ遊覧車
観光用

トロッコ遊覧車

城山西駐車場(7:00)→松江駅南口(7:20)→清流新岩国駅　　錦川鉄道
清流線(昼食弁当)　　錦町　　とことこトレイン(きらら夢トンネル・
サクラのトンネル)　　雙津峡温泉駅→庄原・上野公園桜まつり→
松江駅南口(19:00)→城山西駐車場(19:15)

大人
お一人様14,000円14,000円14,000円大人
お一人様14,000円14,000円14,000円大人
お一人様14,000円14,000円14,000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14,000円 小学生
お一人様8,000円旅行代金

大人
お一人様
大人
お一人様
大人
お一人様

小学生
お一人様
小学生
お一人様
小学生
お一人様

旅行代金 大人
お一人様

小学生
お一人様

旅行代金

日帰り
山口・
広島

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

お花見錦川清流線・とことこトレイン乗車お花見錦川清流線・とことこトレイン乗車お花見錦川清流線・とことこトレイン乗車No.7お花見錦川清流線・とことこトレイン乗車No.7

4月1日㊏4月1日㊏4月1日㊏出発日 4月1日㊏出発日

城山西駐車場(9:10)→松江駅南口(9:30)→くにびき大橋(車窓)→美保関灯台→境水道大橋(車窓)→
お食事処 美なと亭(昼食)　夢みなとタワー(展望室)→水木しげるロード散策→江島大橋(車窓)→
縁結び大橋(車窓)→松江駅南口(15:30)→宍道湖大橋(車窓)→城山西駐車場(15:45)

城山西駐車場(7:10)→松江駅南口(7:30)→
キリンビール神戸（昼食）→めんたいパーク神戸三田（見学）→
京都鉄道博物館→松江駅南口(20:30)→城山西駐車場(20:45)

日帰り
兵庫・
京都

●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

京都鉄道博物館とめんたいパーク神戸京都鉄道博物館とめんたいパーク神戸京都鉄道博物館とめんたいパーク神戸No.8 京都鉄道博物館とめんたいパーク神戸No.8

5月27日㊏5月27日㊏5月27日㊏出発日 5月27日㊏出発日

京都鉄道博物館 提供京都鉄道博物館 提供

人気コース

眺望抜群
２階建てバス
眺望抜群
２階建てバス新コース JRバス利用

松江駅南口(8:30)→城山西駐車場(8:50)→日本海の広がり
日本一の高さ「日御碕灯台」→島根ワイナリー(昼食)→道の駅
キララ多伎→城山西駐車場(15:15)→松江駅南口(15:30)

日帰り
出雲

●募集人数／40名（最少催行人員25名） ●食事／昼食1回●募集人数／40名（最少催行人員25名） ●食事／昼食1回

オープントップバスで巡る
絶景「宍道湖一周と日御碕灯台」No.5

3月26日㊐3月26日㊐3月26日㊐出発日 3月26日㊐出発日

●募集人数／40名（最少催行人員25名） ●食事／昼食1回●募集人数／40名（最少催行人員25名） ●食事／昼食1回

絶景中海「五橋巡り」絶景中海「五橋巡り」絶景中海「五橋巡り」No.6 絶景中海「五橋巡り」No.6

5月14日㊐5月14日㊐5月14日㊐出発日 5月14日㊐出発日

 ◆割引前旅行代金 13,500円　
 ◆全国旅行支援割   2,700円
 ◆割引前旅行代金 13,500円　
 ◆全国旅行支援割   2,700円

 ◆割引前旅行代金 9,500円　
 ◆全国旅行支援割   1,900円
 ◆割引前旅行代金 9,500円　
 ◆全国旅行支援割   1,900円

日帰り
境港

大人
お一人様16,000円16,000円16,000円大人
お一人様16,000円16,000円16,000円大人
お一人様16,000円16,000円16,000円 小学生

お一人様9,000円9,000円9,000円小学生
お一人様9,000円9,000円9,000円小学生
お一人様9,000円9,000円9,000円旅行代金 大人

お一人様16,000円 小学生
お一人様9,000円旅行代金

大人
お一人様13,500円13,500円13,500円大人
お一人様13,500円13,500円13,500円大人
お一人様13,500円13,500円13,500円 小学生

お一人様9,500円9,500円9,500円小学生
お一人様9,500円9,500円9,500円小学生
お一人様9,500円9,500円9,500円旅行代金 大人

お一人様13,500円 小学生
お一人様9,500円旅行代金

MATSUE CITY BUS

松江市交通局

Tabi

市 バ ス

2023年 新春号
さんぽ

松
江
市
営
バ
ス

2023年1月作成

・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。
・体温が37.5度以上の発熱がある方、咳が出る、喉が痛いなどの症状がある方は
ご参加いただけません。
・係員が検温を行いますので、ご協力をお願いします。
・移動中の車内を含め旅行中はマスクを着用ください。
・定期的な手指の消毒など感染拡大防止マナーにご協力ください。
・旅行終了後7日以内に新型コロナウイルスに感染した場合には、速やかにご連絡
ください。

全国旅行支援割引は、2023年1月10日より3月末までの予定です（予算が無くな
り次第、順次終了）。4月以降に関しては未定でございます。延長等決定いたしまし
たら準備が整い次第交通局ホームページにてご案内いたします。

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

〒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

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

●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。
●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。

全国旅行支援について

旅行に参加されるお客様へ



姉妹都市
“大口町”
姉妹都市
“大口町”

美しい城
国宝“松本城”
美しい城

国宝“松本城”

2023年は
「徳川家康」
2023年は
「徳川家康」

ご好評につき
第2弾！！

ご好評につき
第2弾！！

新コース

新コース

新コース

新コース

写真提供：岡崎市写真提供：岡崎市

写真提供：松本城管理課写真提供：松本城管理課

【大口町】五条川桜並木【大口町】五条川桜並木

全国天満宮総本社  北野天満宮全国天満宮総本社  北野天満宮
◆神戸牛の前菜  ◆神戸牛のお寿司
◆神戸牛の逸品
◆兵庫県産新鮮野菜のフレッシュサラダ
◆神戸牛赤身ステーキ（60g）
◆兵庫県産有機米のご飯、香の物
◆シェフ特製のスープ
◆季節のデザート  ◆食後のコーヒー

◆神戸牛の前菜  ◆神戸牛のお寿司
◆神戸牛の逸品
◆兵庫県産新鮮野菜のフレッシュサラダ
◆神戸牛赤身ステーキ（60g）
◆兵庫県産有機米のご飯、香の物
◆シェフ特製のスープ
◆季節のデザート  ◆食後のコーヒー

味覚のお宿山田屋 提供味覚のお宿山田屋 提供

○C 宝塚歌劇団○C 宝塚歌劇団

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

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

国重要文化財  菅田菴国重要文化財  菅田菴

菅田菴・・・寛政4（1792）年に松江藩松平家7代藩主 治郷（不昧公）の指図により建設され、昭和１６年に
　　　　 国宝（同25年重要文化財に改称）に指定されました。

島根県立しまね海洋館
「幸せのバブルリング」○R
島根県立しまね海洋館
「幸せのバブルリング」○R

“食”たび～至福のひととき～“食”たび～至福のひととき～

ふるさと “ 島 根 ” たびふるさと “ 島 根 ” たび

●募集人数／18名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／18名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回
儀式 
14：00～16：00
予定の時間は
変更になる場
合があります。

儀式 
14：00～16：00
予定の時間は
変更になる場
合があります。

日帰り地上から天上界へ 「青柴垣神事」地上から天上界へ 「青柴垣神事」地上から天上界へ 「青柴垣神事」No.16地上から天上界へ 「青柴垣神事」No.16

城山西駐車場(11:10)→松江駅南口(11:30)→
境港 お食事処弓ヶ浜(昼食)→美保神社「青柴垣神事」
→松江駅南口(17:00)→城山西駐車場(17:15)

松江

賀露かにかに海席と白兎神社賀露かにかに海席と白兎神社賀露かにかに海席と白兎神社No.13賀露かにかに海席と白兎神社No.13

城山西駐車場(8:40)→松江駅南口(9:00)→
海鮮祭 ホーエンヤ(カニ尽くし料理の昼食)→白兎神社
→松江駅南口(16:15)→城山西駐車場(16:30)

日帰り
鳥取

●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

2月11日㊏㊗・2月23日㊍㊗2月11日㊏㊗・2月23日㊍㊗2月11日㊏㊗・2月23日㊍㊗出発日 2月11日㊏㊗・2月23日㊍㊗出発日

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

お一人様 7,500円7,500円7,500円お一人様 7,500円7,500円7,500円お一人様 7,500円7,500円7,500円旅行代金 お一人様 7,500円旅行代金

●募集人数／18名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／18名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

日帰り第2回  歴史的建造物「酒蔵めぐり」と
菅田菴特別公開
第2回  歴史的建造物「酒蔵めぐり」と
菅田菴特別公開
第2回  歴史的建造物「酒蔵めぐり」と
菅田菴特別公開

No.17第2回  歴史的建造物「酒蔵めぐり」と
菅田菴特別公開

No.17

松江駅南口(9:10)→城山西駐車場(9:30)→國暉酒蔵「第８号松江市
登録歴史的建造物」→米田酒造「第10号松江市登録歴史的建造物」→
出雲そば処「八雲庵」（昼食）→茶室と庭「菅田菴」→
城山西駐車場(14:45)→松江駅南口(15:00)

松江

専門店で食べる「神戸牛」と南京町散策専門店で食べる「神戸牛」と南京町散策専門店で食べる「神戸牛」と南京町散策No.14専門店で食べる「神戸牛」と南京町散策No.14

城山西駐車場（7：40）→松江駅南口（8:00）→神戸牛 吉祥吉本店
（昼食）　南京町・元町各自散策（約3時間滞在）→
松江駅南口（20:30）→城山西駐車場（20:45）

日帰り
兵庫

4月21日㊎4月21日㊎4月21日㊎出発日 4月21日㊎出発日 お一人様 10,000円10,000円10,000円お一人様 10,000円10,000円10,000円お一人様 10,000円10,000円10,000円旅行代金 お一人様 10,000円旅行代金

●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

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

日帰りいちご狩りとしまね海洋館アクアスいちご狩りとしまね海洋館アクアスいちご狩りとしまね海洋館アクアスNo.18いちご狩りとしまね海洋館アクアスNo.18

城山西駐車場(7:40)→松江駅南口(8:00)→しまね海洋館アクアス
(昼食各自)→きんた農園ベリーネ(いちご狩り40分食べ放題)→
松江駅南口(18:30)→城山西駐車場(18:45)

浜田

酒都西条 名物料理「美酒鍋」と酒蔵めぐり酒都西条 名物料理「美酒鍋」と酒蔵めぐり酒都西条 名物料理「美酒鍋」と酒蔵めぐりNo.15酒都西条 名物料理「美酒鍋」と酒蔵めぐりNo.15

城山西駐車場（8：40）→松江駅南口（9：00）→名物料理「美酒鍋」
仏蘭西屋（昼食）　日本酒のまち「西条酒蔵通り巡り」→
松江駅南口（17：30）→城山西駐車場（17：45）

日帰り
広島

5月5日㊎㊗5月5日㊎㊗5月5日㊎㊗出発日 5月5日㊎㊗出発日

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6,000円6,000円6,000円小学生
お一人様6,000円6,000円6,000円小学生
お一人様6,000円6,000円6,000円旅行代金 大人

お一人様10,000円 小学生
お一人様6,000円旅行代金

●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

3月12日㊐3月12日㊐3月12日㊐出発日 3月12日㊐出発日 お一人様 8,800円8,800円8,800円お一人様 8,800円8,800円8,800円お一人様 8,800円8,800円8,800円旅行代金 お一人様 8,800円旅行代金

3月19日㊐3月19日㊐3月19日㊐出発日 3月19日㊐出発日

お一人様 13,500円13,500円13,500円お一人様 13,500円13,500円13,500円お一人様 13,500円13,500円13,500円旅行代金 お一人様 13,500円旅行代金

4月7日㊎4月7日㊎4月7日㊎出発日 4月7日㊎出発日

歴 史 探 訪  宿 泊 た び歴 史 探 訪  宿 泊 た び
春の訪れを告げる東大寺お水取りと
梅香る北野天満宮

1泊2日
京都・
奈良

No.9

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

3月4日㊏3月4日㊏3月4日㊏出発日 3月4日㊏出発日

お一人様 33,000円33,000円33,000円お一人様 33,000円33,000円33,000円お一人様 33,000円33,000円33,000円旅行代金 お一人様 33,000円旅行代金 （2名様1室）（2名様1室）

城山西駐車場(8:40)→松江駅南口(9:00)→加西ＳＡ(昼食各自)
→北野天満宮梅苑「花の庭」→ホテルアジール奈良(軽食)→
東大寺二月堂お水取り→ホテルアジール奈良(宿泊・夕食各自)

3/4㊏

3/5㊐ 宿→春日大社→東大寺 大仏殿・奈良公園→平宗(昼食)→
興福寺(国宝館)→松江駅南口(19:15)→城山西駐車場（19:30）

桜咲く 笑顔咲く 
姉妹都市“大口町”を訪ねて

1泊2日
愛知

No.10

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

4月1日㊏4月1日㊏4月1日㊏出発日 4月1日㊏出発日

お一人様 35,000円35,000円35,000円お一人様 35,000円35,000円35,000円お一人様 35,000円35,000円35,000円旅行代金 お一人様 35,000円旅行代金 （2名様1室）（2名様1室）

城山西駐車場(6:40)→松江駅南口(7:00)→大津ＳＡ(昼食各自)
→堀尾跡公園　五条川 桜並木散策→大口町歴史民俗資料館→
勲碧酒造→くれたけインプレミアム名駅南(宿泊・夕食各自)

4/1㊏

4/2㊐ 宿→熱田神宮→徳川美術館＆徳川園(昼食・宝善亭)→
松江駅南口(20:00)→城山西駐車場(20:15)

お城を巡る  国宝「松本城」と
日本100名城「上田城」

2泊3日
長野

No.11

●募集人数／25名（最少催行人員18名） 
●食事／朝食2回、昼食1回、夕食1回
●募集人数／25名（最少催行人員18名） 
●食事／朝食2回、昼食1回、夕食1回

4月8日㊏4月8日㊏4月8日㊏出発日 4月8日㊏出発日

お一人様 70,000円70,000円70,000円お一人様 70,000円70,000円70,000円お一人様 70,000円70,000円70,000円旅行代金 お一人様 70,000円旅行代金 （2名様1室）（2名様1室）

城山西駐車場(6:40)→松江駅南口(7:00)→大津ＳＡ(昼食各自)
→元善光寺→アルピコプラザホテル(宿泊・夕食各自)4/8㊏

4/9㊐ 宿→国宝「松本城」→日本百名城「上田城」→信州蕎麦おお西(昼食)
→長野 善光寺→蓼科温泉 蓼科グランドホテル滝の湯(宿泊)

4/10㊊ 宿→諏訪大社本宮→恵那峡ＳＡ(昼食各自)→松江駅南口(20:00)→城山西駐車場(20:15)

天下人 
徳川家康ゆかりの地を巡る

2泊3日
岐阜・愛知
静岡

No.12

●募集人数／25名（最少催行人員18名） 
●食事／朝食2回、昼食1回、夕食なし
●募集人数／25名（最少催行人員18名） 
●食事／朝食2回、昼食1回、夕食なし

6月10日㊏6月10日㊏6月10日㊏出発日 6月10日㊏出発日

お一人様 54,000円54,000円54,000円お一人様 54,000円54,000円54,000円お一人様 54,000円54,000円54,000円旅行代金 お一人様 54,000円旅行代金 （2名様1室）（2名様1室）

城山西駐車場(6:40)→松江駅南口(7:00)→
大津ＳＡ(昼食各自)→関ヶ原古戦場記念館→
くれたけイン浜松駅南口プレミアム(宿泊・夕食各自)

6/10㊏

6/11㊐
宿→浜松城・どうする家康 浜松 大河ドラマ館→丁子屋（昼食）
→駿府城公園→久能山東照宮・日本平→
くれたけインプレミアム静岡駅前(宿泊・夕食各自)

6/1２㊊ 宿→岡崎城→御在所SA(昼食各自)→松江駅南口(19:30)→城山西駐車場(19:45)

写真提供：東広島市写真提供：東広島市

写真提供：神戸牛 吉祥吉写真提供：神戸牛 吉祥吉

松平直政は松本城藩主を経て松江藩松平家の初代藩主となりました。

松江藩主 松平直政の祖父、徳川家康のゆかりの地を巡ります。

天下の名城、松江城を築き「松江開府の祖」と称される戦国武将堀尾
吉晴。その生誕地を縁に親交を深めてきた愛知県大口町を訪ねます。

・茹でがに（姿1杯）
・かにすき（1/4杯）
・かに陶板（1/２杯）
・かにみそ・かに焼売
・かに爪フライと
  かにじゃがチーズ餅
・かに雑炊

お品書き

◆割引前旅行代金 18,000円　◆全国旅行支援割 3,000円◆割引前旅行代金 18,000円　◆全国旅行支援割 3,000円

◆割引前旅行代金 11,000円　◆全国旅行支援割 2,200円◆割引前旅行代金 11,000円　◆全国旅行支援割 2,200円

◆割引前旅行代金 16,500円　
◆全国旅行支援割 3,000円
◆割引前旅行代金 16,500円　
◆全国旅行支援割 3,000円

芸 術 鑑 賞芸 術 鑑 賞

城山西駐車場(7:25)→松江駅南口(7:45)→
宝塚ワシントンホテル（昼食）→
宝塚大劇場13:00公演→
松江駅南口(21:00)→城山西駐車場(21:15)

●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

原作／イアン・フレミング「007／カジノ・ロワイヤル」
　　　（白石朗訳、創元推理文庫刊）
脚本・演出／小池 修一郎

原作／イアン・フレミング「007／カジノ・ロワイヤル」
　　　（白石朗訳、創元推理文庫刊）
脚本・演出／小池 修一郎

原作／灰原 薬「応天の門」（新潮社バンチコミックス刊）
脚本・演出／田渕 大輔
原作／灰原 薬「応天の門」（新潮社バンチコミックス刊）
脚本・演出／田渕 大輔

作・演出／稲葉 太地作・演出／稲葉 太地

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

No.21No.21

4月14日㊎4月14日㊎4月14日㊎出発日 4月14日㊎出発日

日帰り
兵庫

城山西駐車場(8:10)→松江駅南口(8:30)→
大塚国際美術館「約４時間」
(昼食・洋食メニュー「最後の晩餐」)→
松江駅南口(21:15)→城山西駐車場(21:30)

お一人様17,000円17,000円17,000円お一人様17,000円17,000円17,000円お一人様17,000円17,000円17,000円旅行代金 お一人様17,000円旅行代金

No.19No.19「大塚国際美術館」「大塚国際美術館」「大塚国際美術館」「大塚国際美術館」

●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

2月18日㊏2月18日㊏2月18日㊏
3月18日㊏3月18日㊏3月18日㊏

出発日 2月18日㊏
3月18日㊏

出発日

日帰り
徳島

No.20No.20 日帰り
兵庫

お一人様19,000円19,000円19,000円お一人様19,000円19,000円19,000円お一人様19,000円19,000円19,000円旅行代金 お一人様19,000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／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

宝塚歌劇S席で観る月組公演 宝塚歌劇 S席で観る宙組公演
アクション・ロマネスク平安朝クライム

ラテン グルーヴ

『応天の門』－若き日の菅原道真の事－

『Deep Sea －海神たちのカルナバル－』

『カジノ・ロワイヤル 
　～我が名はボンド～』

3月4日㊏3月4日㊏3月4日㊏出発日 3月4日㊏出発日

※写真は大塚国際美術館の
　展示作品を撮影したものです
　　　「モナ・リザ」

オシャレに
美術館で昼食を

人気コース

世界で26ヶ国、190余りの美術館が所蔵する西洋名画1000余点を
陶板で原寸大に再現し、展示している名画に出合う美術館です。

◆割引前旅行代金 20,000円　
◆全国旅行支援割 3,000円
◆割引前旅行代金 20,000円　
◆全国旅行支援割 3,000円

◆割引前旅行代金 22,000円　◆全国旅行支援割 3,000円◆割引前旅行代金 22,000円　◆全国旅行支援割 3,000円
宝塚歌劇オリジナルトートバッグ（非売品）付宝塚歌劇オリジナルトートバッグ（非売品）付

レイクライン
バス利用

レイクライン
バス利用


