
旅のはじまりは京都から
宇治川合戦の宇治や大原の寂光院へも足を延ばします。
旅の始まりは平家が栄華を誇った京都から。平治の乱を鎮めた平清盛が皇室や貴族の
信頼を勝ち取り太政大臣にまで上り詰めた京都では「平家にあらずんば人に非ず」とま
で言われるほどの繁栄を誇りました。現在でも、京都には平清盛ゆかりの地が多く残
ります。かつて平家の広大な屋敷があり、平清盛の墓が残る六波羅蜜寺や、清盛が創
建した若一（にゃくいち）神社、清盛の寵愛を受けた白拍子、祇王ゆかりの祇王寺、平家
打倒の謀議が図られ、源平合戦発祥の地とも言われる鹿ケ谷（ししがたに）など京都市内
のゆかりの地のほか、平清盛の娘で、安徳天皇の母であった建礼門院が平家の菩提を
弔いながら過ごした大原の寂光院や、『宇治川の先陣争い』で平家物語に登場する宇治な
ど、郊外の見どころにも足を延ばします。

京都・兵庫・岡山・広島・山口

平安末期、貴族の時代から武士の時代へと変遷を遂げる日本史上大きな変化の中で起こった「源平の戦い（治承・寿永の
乱）」。その戦いは「平家物語」として琵琶法師により語り継がれ、後世多くの人々の心に残り続けました。今回は、織田信
長も舞ったとされる幸若舞『敦盛』の舞台となった一の谷の戦い、那須与一の『扇の的』で語り継がれる屋島の戦い、幼き安
徳天皇の入水によって戦いの最期を迎えた壇ノ浦の戦いなど、今に語り継がれる
古戦場や訪問地を訪ねながら、平家物語の世界を旅します。各地では平家物語
の語り部による解説もご用意し、より深く日本史の世界をお楽しみいただける行程
といたしました。旅の最初は平家が栄華を誇った京都から。平安時代に京都の守
り神として崇拝され、平清盛らも参拝した下鴨神社では、ワールドのオリジナルプ
ログラム「下鴨神社特別参拝と音楽の一夜」にもご案内いたします。

ツアープランナーより

裏面もご覧ください

日本史再発見　源平合戦と
「平家物語」ゆかり地を巡る旅 7日間

香川県

京都（2泊）

広島（1泊）

南淡路（1泊）高松（1泊）

須磨倉敷

下関（1泊）
門司
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平清盛の墓の残る六波羅蜜寺
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花の京都特別企画

添乗員・中屋とゆく旅　下鴨神社特別コンサートも楽しむ



旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後6：00（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 福島 伸彦
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様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事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「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。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局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。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年1月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

一の谷、藤戸、屋島、壇ノ浦
日本古典芸能に登場する古戦場をエピソードと共に巡る
織田信長が最期に舞ったと言われる幸若舞『敦盛』や、能で舞われることの多い謡曲『藤
戸』、天下の弓の達人那須与一が扇の的を射止める『扇の的』、平家琵琶の物悲しい響き
と共に歌われる『壇ノ浦』。日本の古典芸能に今も息づく戦いの舞台へ。京都から西へ、
神戸、須磨の一の谷古戦場、高松郊外の屋島古戦場、倉敷郊外の藤戸古戦場、そして壇
ノ浦と、物語の舞台へと瀬戸内を旅します。また、平清盛が創建した世界遺産厳島神社
や、義経との悲恋で知られる静御前ゆかりの地、淡路島も訪れる行程といたしました。

1
京都駅13：00集合 
平家ゆかりの地巡りへ。牛若丸と弁慶が出会った五条大橋、
八坂神社、六波羅蜜寺、若一神社、祇王寺を見学。
� （京都泊）ssy

2

京都B宇治（平等院鳳凰堂、宇治公園、宇治橋）B源平
合戦発祥の地「鹿ケ谷」B大原（寂光院）B下鴨神社
ワールド航空オリジナルプログラム「下鴨神社　特別拝
観と音楽の一夜」にご案内します。下鴨神社の舞殿にて、
十二単の王朝の舞とともに、「琵琶とサックスのコラボ」と
いう和洋を融合させた特別コンサートをお楽しみください。
夕食はミシュランレストラン「木乃婦」の京弁当をご用意し
ました。 � （京都泊）ahy

3

京都08:30発B須磨（鵯（ひよどり）越の石碑、平敦盛
の首塚がある須磨寺では清水えみこさんによる平家琵琶の
語り、一ノ谷の古戦場跡（須磨浦公園））B明石海峡大橋
B絵島B静御前の隠棲の地「静の里」B南淡路
� （南淡路泊）asy

4
南淡路08:30発B大・小鳴門橋B屋島（四国村、四国霊
場八十八箇所第84番札所の「屋島寺」や宝物館、「かわら
け投げ」で有名な獅子の霊巖、屋島古戦場跡）B高松
� （高松泊）ahs

5 高松08：30発（高松城跡玉藻公園、栗林公園）B倉敷（藤
戸古戦場跡）B広島� （広島泊）ahs

6
広島08:00発B平清盛が篤く信仰した厳島神社B下関
16:00着（壇ノ浦古戦場、安徳天皇を祀る赤間神宮）
� （下関泊）asy

7
下関09:00発B門司（門司の観光。源平壇之浦合戦の壁
画、めかり神社、甲宗八幡宮へ）B小倉12:00着・解散
ご自宅まで無料でお荷物を託送します。 � ass

※厳島神社の大鳥居は現在修復中のため、覆いが掛けられてい
ます。予めご了承ください。

集合・日数・出発日 旅行代金
【京都駅・7日間】�
3月23日（水） ¥298,000屋島古戦場　Ⓒ高松市役所
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■最少催行人員：10名　■食事：朝食6回、昼食3回、夕食4回
■添乗員：京都駅ご出発から小倉駅解散まで随行いたします。
■ホテル：
京都／ダイワロイネットホテル京都テラス八条東口（トイレ・バス付き洋室）
南淡路／休暇村南淡路（トイレ付き・バス無し洋室　温泉大浴場をご利用いただけます。）
高松／ JRホテルクレメントイン高松（トイレ・バス付き洋室）
広島／ ANAクラウンプラザホテル広島（トイレ・バス付き洋室）
下関／下関グランドホテル（トイレ・バス付き洋室）
■利用予定バス会社：明星観光バスまたは同等クラス
※添乗員は中屋を予定しておりますが、中屋が急病その他の理由でご一緒でき
ない場合には他の添乗員になることがございます。

◯京都から壇之浦まで、平家物語のゆかり
の地を巡ります。

�◯歌舞伎など数多くの芸能の題材となった
平家物語をテーマに瀬戸内を周遊しま
す。

�◯「下鴨神社特別参拝と音楽の一夜」や須
磨寺での平家琵琶もお楽しみいただきま
す。

ここにご注目  旅のポイント

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥40,000にて承ります）
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特別コンサートは世界遺産「下鴨神社」にて
翌日には須磨寺にて平家琵琶に聞き入る機会も。

下鴨神社は一般参観終了後に貸切参拝。
特別拝観も楽しみます

京都左京区、賀茂川と高野川が交わる地に広がる
「糺（ただす）の森」。街中に古の風情を残す京都の
中でも、縄文時代からの歴史ある自然の姿を今に
残す京都の原点であり、二千年以上にわたり京都
の歴史を見守ってきた場所でもあります。その姿
は、『源氏物語』の中でも光源氏が「憂き世をば、今
ぞ別るる とどまらぬ　名をば糺の 神にまかせて」
と詠むなど、平安文学にも度々登場しています。
その森に守られるように鎮座するのが、平安時代
から京の都の守り神として、また皇室の氏神様と
して祀られた「賀茂御祖（かもみおや）神社（下鴨神
社）」です。この度は、一般拝観終了後の夕暮れの
下鴨神社の境内にて特別コンサートを開催いたし
ます。翌日には琵琶奏者の清水さんに須磨寺まで
同行いただき、琵琶法師により語り継がれてきた
平家物語を琵琶の音色と共に聞き入ります。

コンサートの舞台は下鴨神社境内の「橋殿」です。古
くは里神楽や倭舞（やまとまい）が行われていた重要
文化財の社殿をライトアップし、特別な風情と共に
お楽しみいただきます。橋殿の下には「みたらし団
子」の由来ともなった「御手洗川」が流れ、その袂に
は尾形光琳が描いた「紅梅白梅図屏風」に描かれた光
琳の梅が佇む、歴史的な社殿です。参拝とともに、
通常非公開の大炊殿（おおいどの）の特別拝観、京都
三大祭りのひとつ「葵祭」でも実際に使われている

「十二単（ひとえ）」の王朝の舞など、通常拝観はご覧
いただけない特別プログラムもご用意。一般拝観終
了後の貸切拝観で、ごゆっくりお楽しみください。

琵琶奏者　清水えみこ
平成23年6月イタリア、ボ
ローニャ国際音楽祭にて独
奏。平成26年7月甲府市友
好都市30周年式典で中国
成都市にて演奏。国内外に
て演奏活動を続けている。

サクソフォニスト　
住
すみや
谷美帆

第9回国際サクソフォンコ
ンクール（スロヴェニア）に
て優勝し、女性として初の
快挙を成し遂げた。女性サ
クソフォニストの新星とし
て多方面より注目を集めて
いる。

十二単の着付け解説と王朝の舞も鑑賞します

御手洗川の上に建つ下鴨神社、橋殿（重文）

■東京駅からの参考交通機関
【往路】�東京駅10：09発（のぞみ23号）D京都駅12：21着
【復路】 小倉駅12：31発（のぞみ28号）D東京駅17：15着

静御前隠棲の地と言われる淡路島、静の里　Ⓒ淡路市


