
観光庁長官登録旅行業第１３９号
旅行企画・実施

戦略事業部
〒105-0003 
東京都港区西新橋1-14-2

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引
に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点
があれば、ご遠慮なく左記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

西武トラベル 検索

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

JATA正会員

http://www.seibutravel.co.jp
▼お申込みは Webサイトで！

西武トラベル株式会社 （　　）内の名前は旅行業務取扱管理者です。

●戦略事業部（安済 勇） 東京都港区西新橋1-14-2
03-6743-7173
営業時間／9：30A.M.～5：30P.M.（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

●池袋営業所（町田 尚子） 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武鉄道池袋駅1階改札内
03-3981-8186（年末年始を除く）
営業時間／10：00A.M.～6:30P.M.（月～金）、10：00A.M.～5：30P.M.（土・日・祝日）

●高田馬場営業所（酒井 志保）
　東京都新宿区高田馬場1-35-3 エミオ-スタイル- （BIG BOX高田馬場2階）
03-3205-8186（年末年始を除く）
営業時間／10：00A.M.～6:30P.M.（月～金）、10：00A.M.～6：00P.M.（土・日・祝日）

▼お問合せ

●京都支店（坂本 康浩） 京都府京都市南区東九条室町64-4 ムラテック八条口ビル
075-661-7117営業時間／9：00A.M.～5：40P.M.（土・日・祝日を除く）

ご出発の前日から起算して7営業
日前までご予約を承っております。

Go To Travel

埼玉西武ライオンズ
所沢移転後3,000勝記念

高級感を醸しながら、お客さまのニーズに
こたえるハイグレードバスレグルス。
高級リクライニングシート、ゆとりのシートピッチ、
大型洗面台付化粧室を完備しています。

大型ドレッサー プラズマクラスターエアコン 高級リクライニングシート

東北・中部・関東地方をめぐる

×

化粧室内洗面台収納掛け完
備。ドライヤーなど、各種アメニ
ティも充実しています。

浮遊する汚れを除去。車内の空
気をキレイに保ち、イオンの力
でリラックス効果を高めます。

ジョキナール
弱酸性の除菌・加湿・消臭剤で
す。花粉症、ウィルス感染の抑
制などに役立ちます。

携帯電話の充電
なども使用可能
です。

バスの旅
ご案内とご注意／●パンフレットに掲載されている写真はイメージまたは一例となり、実際には異なる場合がございます。●お部屋の指定はできません。●表示の１室利用人数は最大定員（幼児含む）の部屋タイプのため、実際のお申込み人数により部屋
タイプ・広さ等が異なる場合があります。●食事についてアレルギーや慢性疾患など健康上の理由がある場合は、可能な限りで変更を承りますのでお早めにお申出ください。なお、その場合にかかる費用は、お客さま負担となりますので予めご了承くださ
い。●料理は季節・仕入れ等の関係により内容が変更となる場合がございます。●お申込み人数により、食事場所が別会場となる場合がございます。●食事場所・利用客室タイプが複数記載されている場合は、宿泊施設のおまかせとなり選べません。●宿
泊施設の大浴場・露天風呂・貸切風呂等は、清掃や予約状況（貸切風呂の場合は予約状況や使用状況）、団体貸切などによりチェックイン時間後、チェックアウト時間前でもご利用いただけない場合があります。●旅行開始後に提供されるサービス内容
がパンフレットに記載された内容と異なる場合は、旅行地において速やかに旅行サービス提供者（宿泊施設等）にその旨をお申し出ください。旅行終了後の対応はできない場合がございます。●掲載されている宿泊施設や入場施設の情報は、節電や工事
などの影響・各施設の都合により、営業内容（営業時間、食事内容・場所・時間、入浴場所・時間、送迎場所・時間など）が予告なく変更となったり、サービスの提供が中止となる場合がございます。

新型コロナウイルス感染症に関する西武観光バスの取り組み
●ソーシャルディスタンスの確保／全コース1名2席利用を原則とします。
※空間を開け、余裕をもった配席を行います。
●乗務員・添乗員等、健康管理の徹底／乗務員、添乗員の検温を実施。う
がいや手洗い消毒を含め、体調管理を徹底します。乗務員、添乗員は業
務中マスクを着用します。
●車内清掃の徹底／運行終了後、消毒液による拭き掃除を実施します。
●車内換気システムのあるバスを利用／現在の観光バスの車内空間は
「外気導入モード」で前方と屋根上のエアコンから新鮮な空気を取り入
れることにより、車内の空気が入れ替わります。お客さまの見学中など、
窓開けを行い換気に努めます。

旅行条件（要旨）＊お申込みの際には旅行条件書（全文）をお受取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込みください。
■募集型企画旅行契約／この旅行は、西武トラベル株式会社（以下当社という）
が企画・実施するもので、お客さまは当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行
契約」という）を締結することになります。契約事項については、当社の旅行業
約款、旅行条件書、パンフレットおよび別途お渡しする旅行日程表によります。

■旅行契約の申込みと契約の成立／当社所定の申込書に所定事項を記入の
上、次の申込金または旅行代金を受理したときに成立します。通信契約の場
合、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申
込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、予
約がなかったものと取扱います。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約金」の
それぞれ一部または全部として取扱います。

旅行開始日に介助者の同行など特別な配慮を要するお客さまは、その旨をお
申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、そのための要した
費用はお客さまのご負担となります。

■旅行代金のお支払い／旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさ
かのぼって15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの／日程に記載の交通費、宿泊費、食事代、消費税等諸税
■旅行契約の解除・払戻し／お客さまは次に定める取消料をお支払いいただくこと
により、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、すでに収受して
いる旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差引いて払戻しいたします。
■特別補償／当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故に
より生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、別紙の旅行業約款
特別補償規定に従いお客さままたはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害

補償金および入院見舞金を支払います。

■当社による旅行契約の解除（次の場合当社は旅行契約を解除することがあります）
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。・申込条件の不適合。
・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その
ほかの当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安
全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

■お客さまの責任／お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当
該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さまは、当社から提供される

情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務そのほか企画旅行
計画の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅
行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なる
ものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にそ
の旨を申出なければなりません。
■個人情報の取扱いについて／当社および受託旅行会社は、旅行申込みの際に提
出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために
利用させていただくほか、お客さまがお申込いただいた旅行において運送・宿泊
機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手
続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社および旅行取扱店
では、（1）会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご
案内。（2）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（3）アンケートのお願
い。（4）特典サービスの提供（5）統計資料の作成。にお客さまの個人情報を利用
させていただくことがあります。また、当社は、当社が保有するお客さまの個人
データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへのご
連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間
で、共同して利用させていただく場合があります。当社グループ企業は、それぞれ
の企業の営業案内、催し物内容などのご案内にこれを利用させていただきます。
■お客さまの状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮・措置
が必要となる可能性がございます。詳細は、「旅行条件書」の「申込条件」をご確
認の上、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方につきましては、ご相談
させていただきますので、旅行申込み時に必ずお申し出ください。なお、特別な配
慮・措置に必要な費用はお客さまの負担となりますので、ご了承ください。

●この旅行条件は2020年9月15日を基準としております。また旅行代金は2020年9月15
日現在有効なものとして公示されている運賃・適用規則を基準として算出しております。
●当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
■旅程補償／当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代
金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。

旅行代金 申込金（お一人）
2万円未満
2万円以上3万円未満
3万円以上6万円未満 12,000円以上旅行代金まで

6,000円以上旅行代金まで
4,000円以上旅行代金まで

◇募集型企画旅行の取消料

◇宿泊プラン・宴会プラン取消料
旅行代金の100％

旅行代金の20％

旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％

無料
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

旅行契約の解除日 取消料（お一人）
２１日目にあたる日（日帰り旅行11日目）以前の解除

７日目にあたる日以降の解除
旅行開始日の前日の解除
旅行開始当日の解除

２0日目にあたる日（日帰り旅行10日目）
から８日目にあたる日まで

旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100％

取消人員14名以下の場合
取消人員15名以上の場合

無料
20％

旅行代金の20％
旅行代金の50％

無料旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

旅行契約の解除日 取消料（お一人）
6日目にあたる日以前の解除

3日目にあたる日以降の解除
旅行開始当日の解除

5日目にあたる日以前の解除

旅行開始後の解除または無連絡不参加

◆観光は下車または入場観光です。※写真は全てイメージです。

写真は全てイメージです

◆岩手・秋田／みちのく紅葉めぐりの旅3日間

◆上越／紅葉の大パノラマを楽しむ2日間

◆群馬・長野／専門ガイドとめぐる八ッ場ダム＆
世界遺産富岡製糸場2日間

◆山梨・箱根／ワイナリーと温泉町を訪ねる2日間

◆静岡／川奈でゴルフ三昧2日間

◆日帰り（群馬・長野）／世界遺産富岡製糸場と
日本最大級のアウトレットを楽しむ

池袋駅東口発（7：10）=「レグルス」=富岡製糸場（9：30～11：00）=軽井沢プリンスホテルにて昼食
（12：00～13：00）=軽井沢・プリンスショッピングプラザ（自由）（13：00～15：30）=現地発（15：30）
=「レグルス」=池袋駅東口着（18：00）

富岡製糸場／日本初の本格的な器械製糸の工場。1872年
（明治5年）の開業当時の繰糸所、繭倉庫などが現存していま
す。「富岡製糸場
と絹産業遺産群」
の構成資産とし
て、2014年世界
遺産に登録され
ました。

①富岡製糸場では解説員と館内
を同行します
②昼食は7月23日にニューオープンした軽井沢プリンス
ホテルウエスト内の「ALL DAY DINING LOUNGE/
BAR Primrose」にて

スケジュール

日本最大級のショッピングプラザを楽しむ
日帰り（群馬・長野）／世界遺産 富岡製糸場と

出発日／11月4日（水）・7日（土）

1

◆旅行代金（おとな1名さま）
　支援額・お支払い実績・地域共通クーポンについて

①旅行代金
②旅行代金への支援額
お支払い実績（①ー②）
★地域共通クーポン券

20,000円
7,000円
13,000円
3,000円

■食事：朝食0回、昼食1回、夕食0回
■最少催行人員：10名
■添乗員は同行します
●旅行代金に含まれるもの：往復のバス運賃、食
事代、入場料、ガイド代、諸経費 軽井沢・プリンスショッピングプラザ

昼食／軽井沢プリンスホテルウエスト（ALL DAY DINING  
LOUNGE/BAR Primrose）／家族構成や季節、その日の気分に合
わせて自分らしいス
タイルでお選びい
ただけるよう、旬の
食材を活かした洋
食、和食、中国料理
のバラエティー豊か
なラインナップをお
楽しみください。

●消毒液の設置／バス乗降口など適切な場所に、手指用消毒液等を設
置します。
●その他／下車観光地は、適切な感染予防策が講じられている施設を選
定しています。「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」
に準拠した募集企画旅行を企画し実施します。
◎お客さまへのお願い
●【健康管理チェックシート】のご記入をお願い／当日添乗員が回収し
て、記載内容とお客さまのご様子を確認し、異常が認められた場合はご
参加をお断りさせていただく場合がございます。 
●当日（乗車前）お客さま全員に検温のご協力をお願い／出発前に、３
７．５度以上の発熱が認められた場合はご参加をお断りします。ツアー

開始後に３７．５度以上となった際、離団していただく場合が有ります。
※途中で離団された場合、旅行代金返金はございません。帰路の交通費
も各自負担をお願いします。
●ツアー中マスク着用をお願い／マスクはお客さまご自身でご用意をお
願いします。熱中症対策のため、屋外では人との距離を確保し適宜マス
クを外してください。
●乗車時の手指の消毒のお願い／バス備え付けの消毒液の使用をお願
いします。
●旅行者が心がけたい「新しい旅のエチケット」／車内での飲酒、大声で
の会話は控える等、ご協力をお願い致します。 

Go To Travel １．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。　２．旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引いた金額がお客さまのお支払
い実額となります。10月1日以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。 ３．支援金の受領につ
いて 国からの支援金はお客さまに対して支給されますが、当社は、支援金をお客さまに代わって受領（代理受領）致しますので、お客さまは、

旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客さまは、当社による
代理受領についてご了承のうえお申込みください。 9/15現在、東京都在住の方は、GoToTravelキャンペーンの対象除外となります。

添乗員付
全コース

最大募集人員：13名

★1名で2席を利用
新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策

（ハイグレードバス、28人乗りのレグルス）（ハイグレードバス、28人乗りのレグルス）（ハイグレードバス、28人乗りのレグルス）

新しい旅の　　　　　　　　　　スタイル

ハイグレードバス「レグルス」

2020.2020.1010・11・1212月／池袋発月／池袋発2020.10・11・12月／池袋発

◆◆◆◆ポ イ ン ト

©SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS

※交通状況等によりスケジュールが変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。



池袋駅東口発（6：00）=「レグルス」=川奈ホテル着（9：00）　
着後、川奈ホテルゴルフコースにて1ラウンドプレー（大島コース）　プレー後、ホテルへ　 　 川奈ホテル泊

ホテルにて朝食　朝食後、川奈ホテルゴルフコースにて1ラウンドプレー（富士コース）
プレー終了後（16：00頃）=「レグルス」=池袋駅東口着（19：00）

富士コース／11番ホール

スケジュール

■食事：朝食1回、昼食0回、夕食1回
■最少催行人員：10名　■添乗員は同行します
■利用予定ホテル：川奈ホテル
●旅行代金に含まれるもの：往復のバス運賃、2ラウンドグリーンフィー、キャディーフィー、宿泊代金（オーシャンビュー利用）、朝食・夕食代金、
カートフィー、諸経費、ロッカ－フィー、補償料、振興基金

●旅行代金に含まれないもの（現地にてお支払ください）：ゴルフ場利用税（大島コース950円、富士コース1,200円）、但し、70才以上
の方は非課税となります。チェックイン時にご年齢を証明できる書類（免許書等）をご提示ください。

静岡 川奈でゴルフ三昧2日間
出発日／11月29日（日）

雄大な自然の中に溶け込むように建つ川奈ホテルは、1936
年の開業以来、多くのお客さまをお迎えしてきました。海側
の客室からは相模灘や伊豆諸島を望み山側の客室から
は四季折々のさまざまな表情を見ることができます。

川奈ホテル 川奈ホテルは、大倉財閥2代目総師 大倉喜七郎が
昭和3年に開いた8ホールの大島コースとクラブハウスが前身です。

◆観光（自由散策）は下車または入場観光です。※写真は全てイメージです。

1

2

◆旅行代金（おとな1名さま）
　支援額・お支払い実績・地域共通クーポンについて

①旅行代金
②旅行代金への支援額
お支払い実績（①ー②）
★地域共通クーポン券

98,000円
14,000円
84,000円
6,000円

大島コース／17番ホール

川奈ホテルゴルフコース全景

池袋駅東口発（8：00）=「レグルス」=八ッ場ダム見学／昼食（11：30～13：30）=草津温泉散策（14：00～
15：30）=万座プリンスホテル着（16：00）　　　　　　　　  　　　　　　  万座プリンスホテル（東館）泊

ホテル発（9：00）=鬼押し出し（10：00～11：00）=軽井沢プリンスホテル（西館）／昼食（12：00～13：00）
=富岡製糸場（14：00～15：30）=「レグルス」=池袋駅東口着（17：30）

スケジュール

出発日／11月1日（日）

1

2

◆旅行代金（おとな1名さま）
　支援額・お支払い実績・地域共通クーポンについて

①旅行代金
②旅行代金への支援額
お支払い実績（①ー②）
★地域共通クーポン券

55,000円
14,000円
41,000円
6,000円

池袋駅東口発（7：00）=「レグルス」=厳美渓（昼食は前沢牛すき焼き幕の内御膳）（13：00～15：00）=毛越
寺（15：15～16：00）=雫石プリンスホテル着（17：30）　 　　　　 　　　　　　　雫石プリンスホテル泊

ホテル発（9：00）=小岩井農場（自由散策と昼食）（10：00～12：30）=角館散策（13：30～15：30）=田沢
湖観光（16：30～17：00）=つなぎ温泉着（17：00）　　　　　　　　　　　　つなぎ温泉／ホテル紫苑泊

ホテル発（8：00）=中尊寺金色堂（9：30～11：30）=芭蕉館にてわんこそばの昼食（12：00～13：00）=
「レグルス」=池袋東口着（19：00）

スケジュール

■食事：朝食2回、昼食2回、夕食2回
■最少催行人員：10名　■添乗員は同行します
■利用予定ホテル：雫石プリンスホテル、つなぎ
温泉/ホテル紫苑

●旅行代金に含まれるもの：往復のバス運賃、宿泊
代金、食事代、入場料、拝観料、ガイド代、諸経費

■食事：朝食1回、昼食2回、夕食1回
■最少催行人員：10名　■添乗員は同行します
■利用予定ホテル：ザ・プリンス箱根芦ノ湖また
は龍宮殿

●旅行代金に含まれるもの：往復のバス運賃、宿
泊代金、食事代、駒ヶ岳ロープウエイ往復乗車
券、入場料、諸経費

■食事：朝食1回、昼食2回、夕食1回
■最少催行人員：10名　■添乗員は同行します
■利用予定ホテル：万座プリンスホテル（東館）
●旅行代金に含まれるもの：往復のバス運賃、宿
泊代金、食事代、ガイド代、入場料、諸経費

【新型コロナウイルス感染症拡大防止への当社の取組み】
　●新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策の取組みが実施されている施設・交通機関を選定。
　●感染リスクを避けて「安心安全」の楽しい旅行を目指した「新しい旅のエチケット」を周知します。
　●全ての役員・従業員は、検温などのモニタリングの実施、手洗い・手指の消毒など衛生管理体制を徹底します。

ゆったりとくつろげる、ハイグレードバス「レグルス」

安心と快適さを
追求した「レグルス」バスの旅！

出発日／10月23日（金）

1

2

3

◆旅行代金（おとな1名さま）
　支援額・お支払い実績・地域共通クーポンについて

①旅行代金
②旅行代金への支援額
お支払い実績（①ー②）
★地域共通クーポン券

99,800円
28,000円
71,800円
12,000円

池袋駅東口発（8：00）=「レグルス」=ワイナリー（麻屋葡萄酒）（11：30～12：30）=ほうとうの昼食（13：30
～14：30）=ザ・プリンス箱根芦ノ湖または龍宮殿着（16：00）
夕食／箱根（ル・トリアノンにて洋食）、龍宮殿（しゃぶしゃぶ）　　 ザ・プリンス箱根芦ノ湖または龍宮殿泊

午前中自由行動　ホテル発（11：30）=昼食（山薬）（12：00～13：00）=鈴廣かまぼこの里（自由見学）（14：
00～15：00）=「レグルス」=池袋駅東口着（18：00）

スケジュール

出発日／11月14日（土）・12月11日（金）

1

2

◆旅行代金（おとな1名さま）
　支援額・お支払い実績・地域共通クーポンについて

①旅行代金
②旅行代金への支援額
お支払い実績（①ー②）
★地域共通クーポン券

75,000円
14,000円
61,000円
6,000円

万座プリンスホテル(東館） 

■集合場所の
　ご案内
　[池袋駅東口]

中尊寺

苗場

苗場ドラゴンドラ

八ッ場ダム

芦ノ湖と富士と鳥居

バスガイド付

バスガイド付

池袋駅東口発（8：00）=「レグルス」=越後湯沢駅周辺散策（10：30～11：30）（ぽんしゅ館など）=昼食（保
よしにて舞茸御膳）（11：30～12：30）=苗場ドラゴンドラ乗車（13：00～15：00）=六日町温泉／坂戸城着
（16：00）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六日町温泉／坂戸城泊

ホテル発（9：00）=八海山ロープウエイ（9：30～10：30）=八海神社（10：30～11：00）=魚沼の里・八海醸
造見学／昼食（11：30～13：30）=清津峡トンネル（14：30～15：30）=「レグルス」=池袋駅東口着（19：00）

28人乗りに1人で2席を利用やゆとりある空間など
新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策を施したハイグレードバス「レグルス」の旅。
全コース添乗員同行で秋の東北・中部・関東地方をお楽しみいただけます。

スケジュール

■食事：朝食1回、昼食2回、夕食1回
■最少催行人員：10名　■添乗員は同行します
■利用予定ホテル：六日町温泉／坂戸城
●旅行代金に含まれるもの：往復のバス運賃、宿
泊代金、食事代、苗場ドラゴンドラ乗車券、八
海山ロープウエイ乗車券、諸経費

出発日／10月30日（金）

直江兼続ゆかりの坂戸山麓の和風宿。展望温泉は眺めも
良く、疲れた体を癒します。朝食は美味しい南魚沼産コシ
ヒカリを使用しています。

六日町温泉／旬彩の庄 坂戸城 
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◆旅行代金（おとな1名さま）
　支援額・お支払い実績・地域共通クーポンについて

①旅行代金
②旅行代金への支援額
お支払い実績（①ー②）
★地域共通クーポン券

55,000円
14,000円
41,000円
6,000円

バスガイド付

バスガイド付

上越 紅葉の大パノラマを楽しむ2日間

岩手・秋田 みちのく紅葉めぐりの旅3日間

山梨・箱根 ワイナリーと温泉町を訪ねる2日間

2ラウンドプレー
1日目は、大島

コースでのプ
レー。

2日目は、ゴル
ファーを魅了

し続ける

名門コース・
富士コースで

のプレー。

群馬・長野 専門ガイドとめぐる八ッ場ダム＆世界遺産富岡製糸場2日間

ザ・プリンス箱根芦ノ湖 

つなぎ温泉／ホテル紫苑

雫石プリンスホテル
岩手山を望み、周
辺観光の拠点とし
て好立地のホテル
です。ファミリー、
カップル、シニアまで
楽しめるオールシー
ズンリゾート。

お部屋・大浴場・ロ
ビーから目の前の
御所湖と奥羽山脈
を一望できます。源
泉掛け流しの「湯め
ぐり」が楽しめます。

添乗員付
全コース

最大募集人員：13名

※ゴルフの組み合わせは、他のお客さまと一緒のプレーになる場合があります。

①１日目の宿泊は雫石プリンスホ
テル、2日目はホテル紫苑と異なるタイプの宿泊をご用意
②毛越寺・中尊寺金色堂では専門ガイドの解説付
③行程中全食事付

◆◆◆◆ポ イ ン ト

①宿泊はザプリンス箱根芦ノ湖
または龍宮殿のいずれかを選べます
②行程中に名物満載（ワイナリー見学・ほうとうの昼食・
鈴廣かまぼこの里）
③２日目の午前中は駒ヶ岳ロープウエイの往復乗車券付
④２日目は自然薯をふんだんに使った「山薬」にて至高の昼食
⑤行程中全食事付

◆◆◆◆ポ イ ン ト

①池袋から川奈ホテルまで直行
②宿泊は川奈ホテルの海側をご用意
◆◆◆◆ポ イ ン ト

①八ッ場ダムではガイド付きツ
アーに参加します
②宿泊は万座プリンスホテル
③富岡製糸場では解説員と館内をご案内
④昼食は7月23日にニューオープンした軽井沢プリンス
ホテルウエスト内の「ALL DAY DINING LOUNGE/
　BAR Primrose」にて
⑤行程中全食事付

◆◆◆◆ポ イ ン ト

①２大ロープウエイ（苗場ドラゴン
ドラ・八海山ロープウエイ）乗車にて空中からの紅葉を堪能
②宿泊は直江兼継ゆかりの六日町温泉／坂戸城にて
③２日目は魚沼の里・八海醸造にて（八海山）の酒造りをご紹介
④行程中全食事付

◆◆◆◆ポ イ ン ト

標高1,800mに建ち、雄大な眺
望と豊富な温泉に恵まれ、四
季それぞれにお楽しみいただ
ける温泉郷のリゾートホテル。

快適・快眠をテーマにした
こだわりの客室と、温泉露
天風呂やSPAなどの充実
した施設をご提供します。

龍宮殿 
すべての客室から富士山
と芦ノ湖を望む、純日本風
のやすらぎがひろがる旅
館です。

ご
希
望
の
ホ
テ
ル
を
お
選
び
く
だ
さ
い

※交通状況等によりスケジュールが変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。


