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石の教会
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夏の軽井沢での優雅なひととき
よりお洒落に。より優雅に。軽井沢がさらに進化中

軽井沢からその先へ

　ソニーの経営者であり、またバリトン歌手、指揮者でもあった
大賀典雄は2001年11月北京でオーケストラ指揮中に倒れた後に
病気療養で過ごした軽井沢町に、2003年、自身の退職慰労金す
べてをホール建設のために寄付、翌2004年に竣工したのが、「軽
井沢大賀ホール」です。開館以来、恒例となった「春の音楽祭」
（ゴールデンウィーク）をはじめ国内外の一流のプレイヤーが、演
奏してみたいホールのひとつとして、流石に音響の素晴らしさで
よく知られています。
　声楽家としての大賀は、1953年芸大卒業のこの年に、N響の
定期公演で、バリトンのソリストとしてデビューしており、N響と
も浅からぬ縁。このたびは、Ｎ響の若手精鋭4人が多忙の中、か
けつけてくれることになりました。軽井沢の自然をイメージしなが
らの「弦楽四重奏の名曲の数々」に酔いしれていただきたいと思
います。そして、軽井沢での「優雅なひととき」と共に、爽やかな
夏の高原ですごすツアーを各種ご用意しましたので、皆様のふるっ
てのご参加を心よりお待ち申し上げております。どうぞ、ご期待
ください。

夏の軽井沢の優雅なひととき

名曲コンサートと高原の旅
12コース

軽井沢大賀ホール N響メンバーによる弦楽四重奏

爽やかな高原の夏
特・別・企・画

欧米人の避暑地として拓けた軽井沢。旧軽井沢エリアを中心に数々の教会が点綴します。
ユニークな「石の教会 内村鑑三記念堂」（上）は、現代を代表する建築家ケンドリック・ケロッ
グの独創的な傑作。グループ予約参観はできませんが、フリータイムに訪ねてみてはいか
がでしょうか。

軽井沢は、信州・上越の拠点でもあります。このたびは爽や
かな夏旅を各種ご用意しました。
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軽井沢のアートスポット

軽井沢千住博美術館
幻想的な滝の世界にうっとり。日本を代表
する日本画家のひとり千住博の作品40点を
展示する個人美術館です。

軽井沢タリアセン
塩沢湖の湖畔に歴史的建築や美術館が点在
する「アートの森」をのんびり散策してみま
しょう。

南ヶ丘美術館（三五荘資料館）
財界人の別荘のひとつ、実業家原田六郎が
山梨から移築させた豪農屋敷「三五荘」。

軽井沢観光会館（旧軽井沢） 旧軽井沢らしい電話ボックスです

白糸の滝。清涼感いっぱいです 人気スポット「ハルニレテラス」

高原教会 ショー記念礼拝堂 ちょっとお洒落な軽井沢らしいカフェレストラン（旧軽井沢）

ヴァイオリン
丹羽洋輔

ヴァイオリン
降旗貴雄

チェロ
宮坂拡志

ヴィオラ
御法川雄矢

　　 軽井沢大賀ホール  N響メンバーによる
弦楽四重奏 名曲コンサートと高原の旅

ドボルジャクの傑曲『アメリカ』や『アンダンテカンタービレ』
（チャイコフスキー）、モーツァルトの『ディベルティメント』など、
弦楽四重奏の名曲をお愉しみください。

軽井沢大賀ホール　7月20日（水） 14時開演
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大賀ホール名曲コンサートと 軽井沢の旅　2日間

ツアーコード: JP1241

軽井沢の古き良き歴史を伝える軽井沢タリアセン。皇
太子殿下と美智子妃殿下（当時）やジョン・レノン夫妻も
訪れました

新旧のショップで賑わう旧軽井沢銀座
通りで、ぶらぶらショッピング

旧軽井沢銀座商店街を通り抜けた木立の中に佇む、日本聖公会軽井沢ショ
ー記念礼拝堂。軽井沢最初の教会です

■最少催行人員:10名　■食事:朝食1回、昼食1回、夕食1回
■添乗員:東京駅ご出発から東京駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：軽井沢／軽井沢プリンスホテルウエスト(バス・トイレ付洋室　ウェストツイン)
またはザ・プリンス軽井沢(バス・トイレ付洋室　ガーデンツインまたはスーペリアツイン)
■利用予定バス会社：群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席

1

東京駅09：32 ～ 11：04発D（大宮駅）B軽井沢駅10：34 ～ 12：
17着Bランチの後、郊外のアートスポット巡りへ。●軽井沢タリア
セン（ペイネ美術館）、●軽井沢高原文庫（有島武郎別荘「津月庵」）、
●軽井沢千住博美術館にご案内します。B軽井沢
 （軽井沢プリンスホテルウェストまたはザ・プリンス軽井沢泊）shy

2

軽井沢　午前、自由行動。Bチェックアウト後、シャトルにて軽井沢
駅へ。（荷物は駅のロッカーに預けるのがおすすめです。）B午後、大
賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽四重奏　名曲コンサート」を
お楽しみください。B軽井沢駅16：47 ～ 18：07発D（大宮駅）D
東京駅17：52 ～ 19：12着 ass

※大宮駅からもご乗車いただけます。

1

東京駅09：32 ～ 11：04発D（大宮駅）B軽井沢駅10：34 ～ 12：
17着B軽井沢到着後、ランチへ。B午後、大賀ホールにてN響メ
ンバーによる「弦楽四重奏　名曲コンサート」をお楽しみください。
B軽井沢
 （軽井沢プリンスホテルウェストまたはザ・プリンス軽井沢泊）shy

2

軽井沢　午前はゆっくり自由行動でお過ごしください。Bチェックア
ウトの後、バスにて郊外のアートスポット巡りへ。●軽井沢タリアセ
ン（ペイネ美術館）、●軽井沢高原文庫（有島武郎別荘「津月庵」）、●
軽井沢千住博美術館にご案内します。B軽井沢駅16：47 ～ 18：07
発D（大宮駅）D東京駅17：52 ～ 19：12着 ass

※大宮駅からもご乗車いただけます。

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ 軽井沢郊外に点在するアートスポット巡りにご案内します。
❸ 初夏の緑が瑞々しい軽井沢の散策をお楽しみください。

ツアープランナーより

2日間のコンパクトな日程ながら、大賀ホー
ルのコンサートで名曲の世界に浸り、また
郊外に点在するアートスポット巡りで自然
と芸術にふれあう、充実の休日をお過ごし
いただけます。東京～軽井沢間は北陸新
幹線で約1時間強と、移動によるご負担も
最小限に。どうぞお気軽にご参加ください。

緑の中で芸術を楽しむ　軽井沢アートスポット巡り
軽井沢タリアセン

軽井沢千住博美術館

　軽井沢町の南、塩沢湖畔を中
心に美術館やレストランなどが
集まった総合リゾート施設、軽
井沢タリアセン。敷地内には数
多くの歴史的建造物が移築され、
美術館や文学館として公開され
ています。6月～ 9月には約200
種1800株のイングリッシュロー
ズが咲き誇り、湖畔の緑ととも
に目を楽しませてくれます。

　崇高で巨大なスケールの滝や崖の作品で知られる画家、千住博氏。1995年、ヴェネツ
ィアビエンナーレ絵画部門で東洋人として初めて名誉賞を受賞、世界で評価されてきた千
住氏の代表作の数々を一堂に集めた美術館です。自然光をふんだんに取り入れた建物は、
日本を代表する建築家ユニットSANAAの西沢立衛氏が設計。軽井沢の光と風、爽やかな
空気を感じながら、アートにふれるひとときをお楽しみください。

3

軽井沢散策もお楽しみください
　避暑地、別荘地の代名詞的存在である軽井沢。自由時間
には、軽井沢の町を散策したり、ショッピングを楽しんだり、
思い思いにお過ごしください。

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・2日間】  7月19日（火）
軽井沢プリンスホテル　ウエスト利用    ¥88,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥15,000にて承ります）

ザ・プリンス軽井沢利用 ¥98,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥20,000にて承ります）

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・2日間】  7月20日（水）
軽井沢プリンスホテル　ウエスト利用    ¥88,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥15,000にて承ります）

ザ・プリンス軽井沢利用 ¥98,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥20,000にて承ります）

24mの大作「龍神Ⅰ・Ⅱ（2014）」を「The Fall room」で
展示。　Ⓒ軽井沢千住博美術館

1978年から制作された重要な作品群を収蔵
撮影：阿野太一　©軽井沢千住博美術館

昭和6年、ヴォーリズの設計により建てられた別荘建築の傑作、
「睡鳩荘」を移築復元しています

建築家アントニン・レーモンドが昭和8年に建てた「軽井
沢・夏の家」を移築復元。フランスの画家レイモン・ペイ
ネの作品などを展示しています
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　Aコース 軽井沢大賀ホール N響メンバーによる弦楽四重奏 名曲コンサートと高原の旅
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大賀ホール名曲コンサートと 高原の休日　3日間

ツアーコード: JP1242

三番湯　©渋温泉旅館組合

■最少催行人員:10名　■食事:朝食2回、昼食1回、夕食2回
■添乗員:東京駅ご出発から長野駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：万座／万座高原ホテル（バス・トイレ付洋室)、または万座プリンスホテル（バス・ト
イレ付洋室）、嬬恋プリンスホテル（バス・トイレ付洋室 しゃくなげ館）
■利用予定バス会社：群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席（往路）

1

東京駅09：32 ～ 11：04発D（大宮駅）B軽井沢駅10：34 ～ 12：
17着Bランチの後、郊外のアートスポット巡りへ。●軽井沢タリ
アセン（ペイネ美術館）、●軽井沢千住博美術館へ。B高原ホテル
17：00着
 【2連泊】（万座高原ホテルまたは万座プリンスホテル、嬬恋プリンスホテル泊）
 shy

2

高原ホテル　爽やかな高原でのんびりお過ごしください。昼頃、軽
井沢へ。B軽井沢　午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦
楽四重奏　名曲コンサート」をお楽しみください。
（万座高原ホテルまたは万座プリンスホテル、嬬恋プリンスホテル泊）
 asy

3
高原ホテル09：00発B志賀高原　標高2307m、横手山の○満天
ビューテラスからの絶景をお楽しみください。B○渋温泉　昔ながら
の町並みをそぞろ歩き。B長野駅にて解散（15：00頃） ass

※往路の新幹線は大宮駅からもご乗車いただけます。

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・3日間】  7月19日（火） ¥128,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥20,000にて承ります）

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四
重奏 名曲コンサート」をお楽しみください。

❷ 軽井沢郊外に点在するアートスポット巡りにご案内し
ます。

❸ 志賀高原では標高2307ｍの絶景展望台へ。歴史ある名
湯渋温泉にも立ち寄ります。

ツアープランナーより

このコースでは高原ホテルに2連泊。日本アルプスの山並みを望む絶景の横手山満天ビュー
テラスを訪ねるなど、爽やかな高原の休日をお楽しみいただきます。現役N響メンバーが奏
でる美しい音楽と清らかな高原の空気に、身も心も癒される3日間です。

横手山　標高2037ｍの満天ビューテラス
　ウインタースポーツで知られる志賀高原ですが、高原の風薫るグリーンシーズンもまた
美しく、人気の季節です。横手山では、屋外に設置された動く歩道「スカイレーター」やリ
フトを乗り継ぎ、標高2037ｍの山頂へ。リフトで上がれる山頂としては日本一高い標高で、
山頂の満天ビューテラスもまた、日本最高地点のテラスです。晴れた日には遠く富士山や
北アルプスの山並みを望む絶景を、気軽に楽しめます。

5

爽やかな高原ホテルに2連泊

渋温泉

　このコースでは、万座または嬬恋の高原
ホテルを2連泊でお取りしました。涼やか
な高原で、のんびりお過ごしください。ご
用意した万座高原ホテル、万座プリンスホ
テル、嬬恋プリンスホテルはいずれも温泉
自慢のホテルでもあり、露天風呂では雄大
な山並みを遠望しながらの爽快な入浴をお
楽しみいただけます。

　約1300年前に開湯、湯治場として、また草津街道の宿
場町として賑わってきた渋温泉。温泉街には大正から昭和
初期に建てられ、増改築を重ねてきた木造建築が多数残り、
レトロな雰囲気を感じさせてくれます。

志賀高原

渋温泉

万座高原（2泊）

嬬恋高原（2泊）長野県
群馬県

名古屋へ

浜松へ

金沢へ 新潟へ

新宿へ
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万座プリンスホテル　高原のホテルで爽やかな休日を
お過ごしください

万座プリンスホテル　露天風呂から夕日に染まる山々を眺めて（イメージ）

晴れた日には横手山から北アルプスを望みます（イメージ）
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　Bコース 軽井沢大賀ホール N響メンバーによる弦楽四重奏 名曲コンサートと高原の旅



大賀ホール名曲コンサートと 軽井沢ラグジュアリーリゾート　3日間

センスの良いショップやレストランが入るハルニレテラス

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ 軽井沢では話題のラグジュアリーホテルに宿泊。優雅な滞在と夕食のひとときを。
❸ 軽井沢郊外に点在するアートスポット巡りにご案内します。

ツアープランナーより
2021年開業の「THE HIRAMATSU 軽井沢御代田」と、軽井沢の南に広大な敷地を誇る温泉
リゾート「ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート」、軽井沢を代表する２つのラグジュアリーホテルに
連泊。贅を尽くしたお食事やホテルライフを存分にお楽しみいただく行程といたしました。

5

ハルニレテラス
　軽井沢の新たなスポット「軽井沢星野エリア」の中でも人
気のスポット、100本超ものハルニレの木立の中に設けら
れた「ハルニレテラス」。モダンな建物はウッドデッキでつ
ながり、約16の個性的なショップやレストランが入ってい
ます。豊かな自然の中でのお食事やショッピングをお楽し
みください。

ツアーコード: JP1245

ツアーコード: JP1246

■最少催行人員:10名　■食事:朝食2回、昼食2回、夕食2回
■添乗員:東京駅ご出発から軽井沢駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：軽井沢／ THE HIRAMATSU軽井沢（バス・トイレ付洋室デラックスツイン)、また
はルグラン軽井沢ホテル＆リゾート（バス・トイレ付洋室ジュニアスイート）
■利用予定バス会社：群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席

1

東京駅09：32 ～ 11：04発（北陸新幹線）D（大宮駅）D軽井沢駅
10：34 ～ 12：17着Bランチの後、郊外のアートスポット巡りへ。●
軽井沢タリアセン（ペイネ美術館）、●軽井沢千住博美術館など。B
ラグジュアリーリゾートホテル16：30着　夕刻、ラグジュアリーリゾー
トホテルにチェックイン。夕食はホテル自慢のフレンチをお楽しみく
ださい。
【2連泊】（THE HIRAMATSU軽井沢御代田またはルグラン軽井沢ホ
テル＆リゾート泊） shy

2

朝はゆっくりとホテルライフをご満喫ください。
ラグジュアリーリゾートホテル11：00発K中軽井沢（ハルニレテラス
でランチタイム）K午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽
四重奏　名曲コンサート」をお楽しみください。W17:00から「ホテ
ル音羽ノ森」でのN響メンバーによるサロンコンサートをお楽しみく
ださい。
（THE HIRAMATSU軽井沢御代田またはルグラン軽井沢ホテル＆
リゾート泊） ahy

3
チェックアウトまでごゆっくりホテルにてお寛ぎください。
ラグジュアリーリゾートホテル11：00発（タクシー）K軽井沢駅11：
30頃着、解散。  ass

※往路の新幹線は大宮駅からもご乗車いただけます。
※新幹線の時刻は出発の20日前までに確定し、最終書面にてご案内いた
します。

集合・日数・出発日 旅行代金
【東京駅集合・3日間】  7月19日（火）
THE HIRAMATSU 軽井沢御代田宿泊
フォレストビュー（1階または2階）利用 ¥238,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥100,000にて承ります）

スカイビュー（3階または4階）利用 ¥258,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥120,000にて承ります）

集合・日数・出発日 旅行代金
【東京駅集合・3日間】  7月19日（火）
ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート宿泊 ¥238,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥70,000にて承ります）

軽井沢の新たな魅力　ラグジュアリーリゾートに宿泊
歴史あるリゾート軽井沢に新風を吹き込むラグジュアリーホテルが誕生、話題を呼んでい
ます。中でも優雅な滞在と美食で高い評価を受ける、2つのホテルを連泊で確保しました。

（左）浅間山に抱かれた丘の上に建つ、THE HIRAMATSU 軽井沢御代田（イメージ）／（右上）シックな雰囲
気のロビーラウンジ。夜は暖炉に火がともります（イメージ）／（右下）客室はすべて100平米以上（テラス含
む）。テラスや半露天風呂を備えています（写真はデラックス・ツイン・イメージ）

（左）ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート
（上）68平米以上の広さを誇るジュ
ニアスイート（イメージ）
（下）贅を尽くした軽井沢フレンチを
ご堪能ください（イメージ）

THE HIRAMATSU 軽井沢御代田

ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート

2　021年3月、浅間山の麓に誕生した「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」。日
本のフランス料理界を牽引してきた「ひらまつ」が手がけるホテルブランド「THE 
HIRAMATSU」のフラッグシップホテルです。コンセプトは「森のグラン・オーベルジ
ュ」。6万平方メートル超の広大な敷地には、全28室の本館と、9棟の大型ヴィラが点在。
「森のグラン・オーベルジュ」をコンセプトに、食と自然のマリアージュが生み出す新た
な体験を提案します。ひらまつならではの食やおもてなしはもちろん、ラウンジでの
寛ぎの時間など、思い思いにご滞在をお楽しみください。

　約7万坪の広大な敷地に、ゲストルームわずか58室と
いう贅沢。2018年の開業以来、数々のランキングに名
を連ね、国内外のゲストに高く評価されてきた「ルグラ
ン軽井沢ホテル＆リゾート」を連泊でお取りしました。
エレガントな客室、軽井沢の地野菜と極上の食材を楽し
める星付きレストラン、天然温泉やスパも設けられてい
ます。朝夕の静かな空気の中、四季折々の草花が彩るガ
ーデンを散策したり、浅間山を一望する展望テラスで眺
望を楽しんだり、憩いのひとときをお過ごしください。
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大賀ホール名曲コンサートと 上級ホテルの休日　3日間

ツアーコード: JP1248

ホテルの外観

かつて夏の社交場として賑わった鹿島ノ森の歴史と伝
統を継承

ルグラン旧軽井沢の外観

陽光溢れるデラックスルーム（イメージ）

フレンチディナーをお楽しみください（イメージ）

洋食のお料理（イメージ）

■最少催行人員:10名　■食事:朝食2回、昼食1回、夕食2回
■添乗員:東京駅ご出発から軽井沢駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：軽井沢／ルグラン旧軽井沢（バス・トイレ付洋室ツインルーム)、またはホテル鹿島
ノ森（バス・トイレ付洋室ツインルーム）、音羽ノ森ホテル（バス・トイレ付洋室ツインルーム）、
旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン（バス・トイレ付洋室ツインルーム）
■利用予定バス会社：群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席

1

東京駅09：32 ～ 11：04発（北陸新幹線）D（大宮駅）B軽井沢駅
10：34 ～ 12：17着Bランチの後、郊外のアートスポット巡りへ。●
軽井沢タリアセン（ペイネ美術館）、●軽井沢千住博美術館など。B
旧軽井沢　夕刻、旧軽井沢地区のホテルにチェックイン。夕食はホ
テル自慢のディナーをお楽しみください。
 【2連泊】（旧軽井沢泊）shy

2

旧軽井沢　午前、旧軽井沢を中心に自由散策でお楽しみください。
K午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽四重奏　名曲コン
サート」をお楽しみください。W「ホテル音羽ノ森」でのN響メンバー
によるサロンコンサートをお楽しみください。
 （旧軽井沢泊）asy

3 チェックアウトまでごゆっくりホテルにてお寛ぎください。旧軽井沢
11：00発K軽井沢駅11：30頃解散 ass

※往路の新幹線は大宮駅からもご乗車いただけます。
※新幹線の時刻はご出発の20日前までに確定し、最終書面にてご案内い
たします。

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ 軽井沢でも指折りの上級ホテルのお部屋を確保。優雅な滞在と夕食のひとときを。
❸ 軽井沢郊外に点在するアートスポット巡りにご案内します。

ツアープランナーより
たくさんの店で賑わう旧軽井沢地区に位置する上級ホテルを連泊でご用意。旧軽井沢の散策
もあわせ、ゆったりと軽井沢の町をお楽しみいただける行程です。大賀ホールでのコンサー
トの後には、旧軽井沢ホテル音羽ノ森でのサロンコンサートもお楽しみください。

旧軽井沢周辺に位置する
上級ホテルでの連泊をお楽しみください
　かつて中山道の軽井沢宿として栄えていた旧軽井沢銀座は、1886年に宣教師が別
荘を建ててから、その避暑地の歴史が始まりました。旧軽井沢銀座通りは商店街とし
て、外国人や別荘客を支え続け、今なお古くからある店が多く残る歴史ある通りです。
軽井沢駅から旧軽井沢銀座に至る旧軽井沢地区も多くの店で賑わい、一歩路地へ入る
と緑豊かで静かな別荘街が並ぶ散策の楽しいエリアです。Dコースでは、旧軽井沢地
区に位置する4つの上級ホテルを選び、連泊にてご案内させていただきます。

5
三笠ホテルの名を冠したホールで、サロンコンサートをお楽しみください

旧軽井沢ホテル音羽ノ森

「ホテル音羽ノ森」でのサロンコンサート
　大賀ホールでのコンサートをお楽しみいただいた後、「音
羽ノ森ホテル」のメインバンケット「三笠」にてN響メンバー
によるサロンコンサートを開催いたします。ホールで聴く
演奏とはまた趣を変え、距離も近くに感じていただける気
軽なコンサートです。親しく穏やかな雰囲気にくつろぎな
がら、音楽に浸るひとときをお楽しみください。

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・3日間】  7月19日（火） ¥178,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥50,000にて承ります）

旧軽井沢KIKYO キュリオ・コレクションbyヒルトン

ホテル鹿島ノ森

旧軽井沢ホテル音羽ノ森

ルグラン旧軽井沢
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大賀ホール名曲コンサートと ダイニング列車ろくもんの旅　4日間

ツアーコード: JP1251

■最少催行人員:10名　■食事:朝食3回、昼食3回、夕食3回
■添乗員:7月17日発は名古屋駅ご出発から東京駅ご到着まで、7月20日発は東京駅ご出発
から東京駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：長野／長野東急REIホテル（バス・トイレ付洋室ツインルーム)、軽井沢／軽井沢マ
リオットホテル（バス・トイレ付洋室ツインルーム）
■利用予定バス会社：群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：JR特急しなの：普通車指定席　新幹線：普通車指定席　ろくもん、ワインバ
レー列車：食事つき指定席

1
名古屋駅09：00発（JR特急しなの）D長野駅11：58着（ホテルに荷物
を預けます）　長野駅13：08発D長野電鉄のワインバレー列車に乗車
しますD湯田中駅14：32着B葛飾北斎の町、○小布施の町を見学
B長野17：30着 （長野：長野東急REIホテル泊）sly

2
午前、●長野県立美術館、●東山魁夷館、○善光寺へ。長野駅13：
35発Dしなの鉄道「ろくもん」の乗車D軽井沢駅15：45着
 【2連泊】（軽井沢：軽井沢マリオットホテル泊）ahy

3 軽井沢　午前、●軽井沢千住博美術館と浅間山麓・●鬼押出し園の見学。
午後、自由行動。  （軽井沢：軽井沢マリオットホテル泊）ahy

4

軽井沢　午前、自由行動。旧軽井沢の散策などお楽しみください。
B午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽四重奏　名曲コン
サート」をお楽しみください。B軽井沢駅16：47 ～ 18：07発（北陸
新幹線）D東京駅17：52 ～ 19：12着解散 ass

ご自宅までお荷物を託送します。

1
東京駅09：32 ～ 11：04発（北陸新幹線）D軽井沢駅10：34 ～ 12：
17着B大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽四重奏　名曲コン
サート」をお楽しみください。
 【2連泊】（軽井沢：軽井沢マリオットホテル泊）ssy

2
軽井沢　午前、●軽井沢千住博美術館と浅間山麓・●鬼押出し園の見
学。
午後、自由行動。  （軽井沢：軽井沢マリオットホテル泊）ahy

3
軽井沢駅10：34発Dしなの鉄道「ろくもん」の乗車D長野駅12：49着
着後、長野の見学。●長野県立美術館、●東山魁夷館、○善光寺へ。
 （長野：長野東急REIホテル泊）ahy

4
長野08：00発B葛飾北斎の町、○小布施を見学B湯田中駅11：20発
D長野電鉄のワインバレー列車に乗車しますD長野駅12：30着B長
野駅13：24発（北陸新幹線）D東京駅15：12着 als

ご自宅までお荷物を託送します。

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ ダイニング列車の最高峰「ろくもん」と「北信濃ワインバレー列車」に乗車します。
❸ 2021年4月にリニューアルした「長野県立美術館」・「東山魁夷館」を鑑賞します。

ツアープランナーより
信州を移動しながら楽しめる2つの観光列車
に乗車します。ひとつは信州を代表する温
泉場、長野電鉄長野線の終着駅、湯田中駅
へ向かう「北信濃ワインバレー列車」、2つ目
は長野と軽井沢を結ぶ、しなの鉄道の「ろく
もん」です。共に列車から長野の風景を楽し
みながら、ゆっくりとお食事やお酒をお楽し
みいただける人気の観光列車です。

1日目 長野駅～湯田中駅　「北信濃ワインバレー列車」に乗車

2日目 長野駅～軽井沢駅　ダイニング列車「ろくもん」に乗車

　江戸時代、長野はいくつもの街道が通って交通の要衝となり、
比較的地方鉄道が多く走る日本の鉄道王国のひとつといっても
いいでしょう。長野電鉄は100年の歴史を持ち、地方鉄道初と
なる特急列車を走らせるなど、地方鉄道の雄とも呼ばれます。
　その長野電鉄が2016年より運行を開始したのが「北信濃ワ
インバレー列車」です。名のとおり、乗車中約80分のあいだ、
沿線の北信濃のワイナリーから厳選されたワインをお好きに楽
しむことができます。ワインにも合う「のんびり弁当」が用意さ
れ、車窓風景の千曲川や北信濃の田園風景、山々を愛でながら、
目で、舌で長野を味わえます。日本一ゆっくり走る特急列車の
旅をぜひどうぞ（7/20発は4日目にご案内します）。

　しなの鉄道は北陸新幹線の開業に伴い、並行在来線（旧信越本線）が分離されて運行され
るようになった、第三セクターの鉄道会社です。「ろくもん」はしなの鉄道が威信をかけて
改造した観光列車。「ななつ星in九州」を手がけた水戸岡鋭治氏にデザインを依頼し、長野県
産の木材を使用した温もりと上質な列車空間が誕生しました。その名は上田市ゆかりの武
将「真田一族」の家紋である「六文銭」から取られました。
　食事も大変魅力です。長野発では千曲市にある和食会席料理店「竹葉亭」の二段重を、軽
井沢発では手作りチーズの草分け「アトリエ・ド・フロマージュ」のコース料理をお召し上が
りいただきます。ダイニング列車の最高峰のひとつに数えられる列車の旅をお楽しみくだ
さい（7/20発は3日目にご案内）。

7

信州で芸術鑑賞
リニューアルした長野県立美術館へ
　長野県信濃美術館が3年の休館を経て、2021年4月に「長
野県立美術館」としてリニューアルオープンしました。「ラン
ドスケープ・ミュージアム」をテーマに、美しいガラス張り
の建物とその周りの自然が一体となって、ひとつのアート
を形成しています。また、併設された東山魁夷館も見逃せ
ません。氏より寄贈
された作品を中心に
970点を収蔵してい
ます。およそ2カ月
に一度の割合で展示
替えが行われ、「風景
は心の鏡である」と
いう東山芸術を堪能
することができま
す。

集合・日数・出発日 旅行代金

【名古屋駅集合・4日間】  7月17日（日） ¥212,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥35,000にて承ります）

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・4日間】  7月20日（水） ¥212,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥35,000にて承ります）

・7月17日発新大阪からの参加プラン　
新幹線普通車指定席　追加￥5,000（往路のみ）にて承ります。
■新大阪駅からの発着時間のご案内
【新大阪駅】 　新大阪駅07：57発D名古屋駅08：47着　のぞみ90号
 　※復路は東京駅解散となります。

信州の美味をお召し上がりください　©しなの鉄道「ななつ星」のデザイナーが手がけた車両　©しなの鉄道

小田急電鉄のロマンスカーを改装して使用

白、赤、ロゼ、お好きなワイン
をお試しください

昨春、リニューアルオープンした長野県立美術
館。ランドスケープ・ミュージアムがテーマです
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大賀ホール名曲コンサートと 夏の信州ステイ　6日間

ツアーコード: JP1253

古戦場に隣接する八幡社の武田信玄と上杉謙信一騎
討ちの像

真田家の居城、松代城

北斎館に残る傑作「波濤図」

長野県立美術館の東山魁夷館

清々しい菅平高原へ

江戸時代の街並みが残る北国街道の宿場町、海野宿

■最少催行人員:10名　■食事:朝食5回、昼食5回、夕食2回
■添乗員:東京駅ご出発から東京駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：上田／上田東急REIホテル（バス・トイレ付洋室ツインルーム)※1名利用の場合はシ
ングルルーム利用となります。
■利用予定バス会社：群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席　このコースは路線バスやローカル鉄道（しなの鉄道、
長野電鉄、上田電鉄）を利用します。自由席となり、混雑時は立席となる場合もございます。
予めご了承ください。

1

東京駅11：04発（北陸新幹線）D上田駅12：35着　
着後、昼食と上田観光協会よりの簡単な案内。
午後、上田市内見学。●上田城址公園、●池波正太郎真田太平記館、
●真田氏歴史館、○北国街道柳町へご案内します。
 【5連泊】（上田：上田東急REIホテル泊）shy

2
上田D午前、武田信玄と上杉謙信の戦いで有名な○川中島古戦場史
跡公園へ。その後、真田藩の城下町・松代を訪ねます。○松代城跡、
●真田邸、○象山神社にご案内します。
 （上田：上田東急REIホテル泊）ahs

3
上田駅09：07発D軽井沢駅09：52着　午前、○旧軽井沢の散策を
お楽しみください。午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽
四重奏　名曲コンサート」をお楽しみください。　軽井沢駅16：40発
D上田駅17：27着 （上田：上田東急REIホテル泊）ahs

4
上田D小諸　午前、島崎藤村ゆかりの小諸へ。●懐古園、○小諸
宿本陣主屋を訪ねます。K午後、江戸の風情を残す北国街道の宿場
町・○海野宿をご案内します。K田中駅D上田駅
 （上田：上田東急REIホテル泊）ahs

5
上田B午前、路線バスにて菅平高原へ。着後、徒歩で○菅平ダボス
の丘へB上田駅 午後発（ローカル私鉄上田電鉄）D別所温泉駅、午
後着　○安楽寺や○常楽寺にご案内します。D上田駅
 （上田：上田東急REIホテル泊）asy

6

上田駅09：01発D長野駅D小布施駅　午前、葛飾北斎ゆかりの町○
小布施の散策。●北斎館にご案内しますD長野　午後、●長野県立
美術館、○善光寺にご案内します。D長野駅17：09発（北陸新幹線）
D東京駅18：52着 ahs

ご自宅までお荷物を託送します。

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ 真田家のお膝元、上田の立地の良いホテルに5連泊滞在。暮らすように旅します。
❸ ローカル鉄道やバスを利用し、信州の見どころをのんびり訪ねます。

ツアープランナーより
長野東部にある上田に5連泊します。千曲川
が町を流れ、南北に美ヶ原、菅平とふたつ
の高原が広がる自然豊かな町です。戦国時
代に名を馳せた真田氏ゆかりの町でもあり、
歴史遺産にも恵まれています。この町を拠
点に、歴史名所、宿場町、自然、芸術などと、
テーマを毎日変えて周囲の見どころへご案
内します。

2日目 戦国時代を旅する　川中島古戦場と松代へ

3日目 北国（ほっこく）街道の
宿場町 小諸と海野宿へ

5日目 風光明媚な自然と温泉に浸る　菅平と別所温泉へ

　16世紀の戦国時代、甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信との間で、北信濃の領有をめぐっ
て5回にわたる合戦が行われました。その4回目に両陣営が相対したのが、犀川と千曲川の
合流地点。ここで世に言う名勝負、川中島の戦いが繰り広げられたのでした。ツアーでは、
信玄軍が本陣を張ったその古戦場跡へご案内します。
　また真田十万石のお膝元として栄えた松代へ。松代城は川中島の決戦の際に信玄が前線
基地として築いた「海津城」が始まりといわれます。真田家の場外御殿である真田邸や、坂
本龍馬や勝海舟など幕末の志士に大きな影響を与えた松代藩士の思想家、佐久間象山ゆか
りの地などを訪ねます。

　江戸時代の町並みや建物が残され重要伝
統的建造物群保存地区に指定された海野宿
や、北国街道の最初の宿場地として栄えた
小諸へご案内します。小諸には、明治女学
校の創立者のひとりで、キリスト教牧師で
もあった木村熊二が創設した小諸義塾があ
り、教え子の島崎藤村も招かれて教師とし
て務めた、藤村ゆかりの町でもあります。

　上田の北にある菅平高原は、標高およそ
1300メートル地点に広がります。夏には
丘陵地帯の天然芝が青々と輝き、目にも鮮
やかです。スイス屈指の山岳リゾートとし
て知られるダボスの姉妹都市であり、日本
のダボスとも呼ばれます。
　上田の西南に広がる塩田平は「信州の鎌
倉」といわれるほど、国宝や文化財が多く
残されています。信州最古の温泉、別所温
泉へ足を延ばし、国宝で国内唯一の八角三
重の塔がある、安楽寺などへご案内します。

5

6日目　葛飾北斎、東山魁夷　
信州ゆかりの芸術家の世界へ
　江戸の浮世絵師、葛飾北斎
は、豪商の高井鴻山（こうざ
ん）を頼って小布施を訪ね、
多くの肉筆画を残していま
す。小布施の町並み散策と共
に、北斎の肉筆画を集めた北
斎館にてご鑑賞いただきま
す。また長野では、昨年4月
にリニューアルした県立美術
館へご案内し、併設する東山
魁夷館で東山作品の世界をご
堪能いただきます。

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・6日間】  7月18日（月） ¥198,000
（1名室利用追加料はございません。旅行代金と同額でご案内します。シングル利用）
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大賀ホール名曲コンサートと 信州アート紀行　5日間

安藤忠雄設計の光の美術館 平山郁夫の作品が並びます

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ 多くの芸術家が愛した自然溢れる信州に点在する、個性豊かな美術館を巡ります。
❸ 葛飾北斎ゆかりの小布施では、人気の「桝一客殿」に宿泊します。

ツアープランナーより
大賀ホールでのサマーコンサートをハイライ
トに長野に点在する芸術文化をめぐっていき
ます。実は長野は、北海道や東京を抜き、
博物館、美術館の数が日本でも最も多い県
です（文科省調査）。別荘数の多い長野県は、
人の往来が多いこともあり、観光の活性化
のために美術館が数多く建設されたといわ
れます。古くは北斎から東山魁夷、平山郁
夫をはじめ長野県ゆかりの芸術家も多く、ツ
アーでも選りすぐりの美術館を毎日めぐって
いきます。サマーコンサートとともに芸術に
たっぷりひたっていただける旅です。全12
室の人気の宿「桝一客殿（ますいちきゃくで
ん）」の宿泊も魅力です。

北斎ゆかりの地を探訪　肉筆
「八方睨み鳳凰図」を鑑賞します

小布施を我が町に　
わずか12室の「桝一客殿（ますいちきゃくでん）」に宿泊

　浮世絵版画で知られる葛飾北斎ですが、
一点ものの肉筆画も描きました。この天才
画家が齢80を超えてから手がけた作品が
小布施に残されています。「八方睨み鳳凰
図」は曹洞宗の古刹、岩松院（がんしょうい
ん）の本堂21畳の天井画です。どこからで
も鑑賞者は鳳凰に見下ろされているように
見えるのが、この大作の名の由来です。こ
れまで色の修復はされたことはなく、北斎
のまさに肉筆にふれることができます。
　しかしなぜ江戸の浮世絵師が小布施を何
度も訪ね、傑作を残したのでしょう。その
鍵を握る人物が、小布施の豪商でもあった
高井鴻山（こうざん）です。その出会いは諸
説ありますが、世は天保の飢饉の時であり、
鴻山に誘われ、鴻山を頼って小布施を訪ね
たのではないかといわれます。ツアーでは
高井鴻山記念館へご案内し、ふたりしてい
ろいろ語り合ったという書斎「翛然楼（ゆう
ぜんろう）」や北斎の肉筆画を集めた「北斎
館」などご覧いただきます。

　小布施の高井鴻山は今も続く「枡一市村酒蔵場」の12代
目の当主でした。この老舗酒蔵や栗菓子で知られる「小
布施堂」が手がけているのが、客室わずか12室の「桝一客
殿」です。まるで鴻山が北斎を招いてもてなしたように、
小布施を我が家のように楽しめる人気の宿です。

9

美術館そのものが魅力　長野・山梨の名美術館めぐりへ

ツアーコード: JP1252

■最少催行人員:10名　■食事:朝食4回、昼食1回、夕食4回
■添乗員:東京駅ご出発から新宿駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：小布施／桝一客殿（バス・トイレ付洋室書斎型ツインまたはリラックス型ツイン)、軽
井沢／ゆとりろ軽井沢ホテル（バス・トイレ付洋室ツインルーム）、八ヶ岳／八ヶ岳高原ロッジ
（バス・トイレ付洋室　中央館デラックスルーム）
■利用予定バス会社：群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席、JR特急あずさ普通車指定席

1
東京駅11：04発（北陸新幹線）D長野駅12：47着B○善光寺B2021
年4月にリニューアルオープンした●長野県立美術館、併設する●東
山魁夷館を見学。B小布施　夕刻、全12室の人気の宿、桝一客殿（ま
すいちきゃくでん）へ。  （小布施：桝一客殿泊）ssy

2

午前、小布施の観光。●北斎館をじっくり見学した後、●高井鴻山
記念館を訪れます。北斎が訪ねパトロンである高井鴻山と語り合った
書斎・翛然楼（ゆうぜんろう）などをご覧ください。小布施14：00発B
葛飾北斎の八方睨み鳳凰図の天井画で知られる●岩松院へ。B軽井
沢16：00着 【2連泊】（軽井沢：ゆとりろ軽井沢ホテル泊）asy

3

軽井沢　午前、●軽井沢千住博美術館へ。その後、旧軽井沢銀座通
りを自由散策。B午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽
四重奏　名曲コンサート」をお楽しみください。W17：00から「ホテ
ル音羽ノ森」でのN響メンバーによるサロンコンサートをお楽しみく
ださい。  （軽井沢：ゆとりろ軽井沢ホテル泊）asy

4
軽井沢09：00発B安藤忠雄設計の●小海町高原美術館B○清泉寮に
て自由散策B午後、●平山郁夫シルクロード美術館を見学B八ヶ岳
高原ロッジ16：30着 （八ヶ岳：八ヶ岳高原ロッジ泊）asy

5

八ヶ岳09：00発B安藤忠雄の光の美術館や、エッフェルの集合住宅
ラ・リーシュなどがある●清春芸術村へ。B台ケ原宿　昼食は、甲州
街道の宿場として栄えた台ケ原宿に残る酒蔵レストラン「臺眠」にて。
B小淵沢駅14：30発（JR特急）D新宿駅16：24着、解散
ご自宅までお荷物を託送します。  ahs

■ 軽井沢千住博美術館 ■ 安藤忠雄設計の小海町高原美術館 ■ 平山郁夫シルクロード美術館

■ 清春芸術村と安藤忠雄の光の美術館

　ベネチア・ビエンナーレで入賞するなど世
界的に活躍する日本画家、千住博作品の初期
～最新作まで約40点を展示しています。建
築界のノーベル賞「プリツカー賞」受賞の建築
家、西沢立衛氏の設計による建物も見もので

　八ヶ岳の麓、長野県小海町松原湖高原に建つ、安藤
忠雄氏設計の美術館。洗練された空間は周囲の大自然
と調和し、芸術に親しむための環境を与えてくれてい
ます。郷土作家、現代美術、デザインなどを扱った特
色ある企画展を開催しています。

　日本画家平山郁夫の絵画作品と平山夫妻が
40年近くにわたって収集してきたシルクロー
ドの美術作品を展示している、八ヶ岳山麓、
山梨県北杜市にある美術館。キャラバンを描
いた作品など、実に旅心を誘われます。

　清春芸術村は、同人誌『白樺』に集った「白樺派」の文化人たち
の理想を現代に実現したアート空間です。清春白樺美術館や梅
原龍三郎のアトリエ、ルオー礼拝堂などがあります。安藤忠雄
が設計した「光の美術館」では人工照明が一切設けられることな
く、四季と時間の光の変化のみで作品を鑑賞するように仕組ま
れ、独特な美の体験ができます。

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・5日間】  7月18日（月） ¥248,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥45,000にて承ります）
※桝一客殿の坪庭付き「書斎型ツインルーム」1室追加￥20,000にて承ります（1室のみ）
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大賀ホール名曲コンサートと 北国街道歴史の旅　5日間

ツアーコード: JP1254

海岸線に沿って家屋がびっしりと連なる出雲崎 うだつの上がる海野宿の街並み

高田に残る雁木造　©上越観光コンベンション協会

蔵の街並み 須坂　©須坂市観光協会

松代の真田宝物館

■最少催行人員:10名　■食事:朝食4回、昼食4回、夕食3回
■添乗員:東京駅ご出発から東京駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：新潟／ ANAクラウンプラザホテル新潟（バス・トイレ付洋室ツインルーム）、上越
高田／アートホテル上越（バス・トイレ付洋室スタンダードツイン）、長野／長野東急REIホテ
ル（バス・トイレ付洋室スーペリアツイン）、軽井沢／ゆとりろ軽井沢ホテル（バス・トイレ付洋
室ツインルーム）
■利用予定バス会社：新潟交通、群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バ
ス　■利用運送機関：新幹線普通車指定席

1
東京駅10：40発（上越新幹線）D新潟駅12：48着B新潟　着後、北
前船の湊町として栄えた新潟の散策。○白山神社、●新津記念館、
●旧齋藤家別邸などにご案内します。
 （新潟：ANAクラウンプラザホテル新潟泊）ssy

2

新潟09：00発B弥彦　弥彦詣で栄えた○彌彦神社を訪れます。B寺
泊　魚の市場通りにて海鮮の昼食をお楽しみください。B出雲崎午
後、北国街道の宿場町であった妻入りの町並みをガイドと共に散策し
ます。B上越高田17：00着　夕食は百年料亭「宇喜世」にて。
 （上越高田：アートホテル上越泊）ahy

3

上越高田09：00発　○高田城、雁木づくりの○高田の町並みを散策。
その後、バスにて街道の要衝として栄えた須坂へ。B須坂　昼食は
須坂の豪商の館、田中本家にて。午後、真田家の城下町、松代へ。
B松代　○松代城、●真田宝物館にご案内します。B長野17：00着
 （長野：長野東急REIホテル泊）ahs

4

長野09：00発B○善光寺に参拝。B上田　真田家ゆかりの○上田城
を訪れます。B海野宿　午後、北国街道の面影を色濃く残す○海野
宿を散策。B北国街道と中山道の分岐点であった信濃追分へ。○分
去れの碑や●追分宿郷土館を訪れます。B軽井沢17：00着
 （軽井沢：ゆとりろ軽井沢ホテル泊）ahy

5

軽井沢09：00発B小諸　●小諸懐古園や○小諸本陣主屋を訪れま
す。B午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽四重奏　名
曲コンサート」をお楽しみください。B軽井沢駅16：47 ～ 18：07発
（北陸新幹線）D東京駅17：52 ～ 19：12着 ahs
ご自宅までお荷物を託送します。

※新幹線の時刻は出発の20日前までに確定し、最終書面にてご案内いた
します。

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ 江戸幕府が築いた脇往還「北国街道」をテーマに、新潟から信州へ。
❸ 出雲崎や高田、海野宿など、江戸の宿場町の風情を残す歴史の町々を訪ねます。

ツアープランナーより
軽井沢・大賀ホールでのコンサートを締めく
くりとして、江戸時代に越前・北陸と信州を
結んだ北国（ほっこく）街道やその脇を走る
往還（松代道）をめぐっていきます。出雲崎、
上越高田、海野宿など、昔ながらの町並み
を残す宿場町を探訪する歴史浪漫溢れる旅
です。海鮮から豪商の館での昼食など各地
の食も工夫を凝らしています。

「金の道」「信仰の道」として栄えた
北国街道の宿場町へ
　旅のスタートは新潟から。「金の道」「信仰
の道」であった北国街道は中山道との分岐
点である追分宿から上越、出雲崎へとつな
がり、さらに佐渡へと続いていました。新
潟からは金を運ぶため、また新潟でいちば
ん格式の高い「一宮」を与えられた彌彦神社
への参詣道としても発展。新潟が北前船の
港町として栄えるとさらに延長されて結ば
れ、北前船が運んできた海産物などを運ぶ
重要な街道になっていきました。
　ツアーではその新潟から出雲崎、高田、
上田、海野宿、追分へと北国街道の宿場町
を辿っていきます。

5

北国街道・東脇往還の要衝も見逃せません
　北国街道に沿うように分岐した往還（街道）も発展しまし
た。飯山藩や、ツアーで訪ねる松代、須坂を領地とする松
代藩、須坂藩は、松代道とも呼ばれる道を南下して江戸へ
と参じました。街道の町、明治からはシルクの町として知
られた須坂は当時の土蔵や洋館が健在で、風情ある街並み
を残しています。松代は全国に名を馳せた真田家の城下町
です。真田宝物館などへご案内します。

妻入りの「出雲崎」 重伝建の「海野宿」

雁木（がんぎ）造の「高田」

　新潟の中央に位置する日本海に面した
町。江戸幕府の天領として、佐渡金銀の荷
揚げや北前船の寄港地として大いに賑わい
ました。それを物語るのが、海岸線に家屋
が4キロにわたって建ち並ぶ独特の妻入り
（間口の狭い面に出入り口があり、奥行き
の長い）の街並みです。

　真田一族発祥の地とも紹介される海野宿
は北国街道の宿場町として栄えました。旅
籠屋造りや茅葺き屋根の建物、明治時代に
養蚕が盛んになったことで多く築かれた蚕
室造りの家屋など昔ながらの建物が110棟
建ち並びます。「日本の道百選」重要伝統的
建造物群保存地区に選定されています。

　北国街道は参勤交代にも利用され、高田
藩もこの街道を経由して江戸と往復しまし
た。その上越高田は、家屋が雪に埋もれて
どこに町があるかわからず「この下に高田
あり」という高札が立てられたほどの豪雪
地帯。主屋の前にひさしを張り出した雪よ
けの雁木（がんぎ）造が発展し、今も壊され
ることなく現存する、総延長16キロもの
それは日本一の長さを誇ります。

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・5日間】  7月16日（土） ¥248,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥45,000にて承ります）
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　Hコース 軽井沢大賀ホール N響メンバーによる弦楽四重奏 名曲コンサートと高原の旅



大賀ホール名曲コンサートと 蓼科高原ステイ　4日間

白駒の池周辺の苔の森
車山高原ではニッコウキスゲの開花が見られるかもし
れません（イメージ）　©ちの観光まちづくり推進機構

坪庭自然園は溶岩台地に形成されました

終点の展望台からは富士山をはじめ山々が一望できます

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ アルプスの山並みを望み、緑溢れる蓼科高原に連泊します。
❸ 神秘的な「苔の森」や「御射鹿池」など、夏に美しい話題の見どころへご案内します。

ツアープランナーより
信州のほぼ中心に位置する蓼科に連泊しま
す。ロープウェイやリフトを利用し、登山せ
ずとも、南アルプスや八ヶ岳の山岳美に浸っ
ていただきます。季節は夏。涼やかな高原で、
夏の日射しに輝く山々や大自然を愛で、大賀
ホールで名曲の数々に耳を傾けて、心洗われ
るひとときをお過ごしください。

天空カートで25分間の
日本アルプス絶景ドライブ

花咲く季節に車山高原、坪庭自然を訪ねる

　初日は、八ヶ岳富士見高原リゾートを訪
ね「天空カート」に乗って山々の風景をお楽
しみいただきます。このカートは自動運転
でハンドルを握ることなく、気軽に1420
メートルの雲上の地まで連れて行ってくれ
ます。乗車時間は25分。白樺の原生林を
抜けると、いくつものカーブが現れ、甲斐
駒ヶ岳、北岳、鳳凰三山の3000メートル
級の山々が展開し、ゴールの「望郷の丘展
望台」からは、富士山や奧穂高など180度
の大パノラマが広がります。

　見渡すかぎりの草原が広がる車山高原。春から夏にかけては天然の花畑が出現し、600
種ともいわれる高山植物が花を咲かせます。7月にはニッコウキスゲの黄色い花の絨毯が
草原を染めていきます。
　また北八ヶ岳ロープウェイに乗ってご案内するのは、坪庭自然園。1771メートルの山麓
駅からロープウェイの空中散歩を楽しみ、2237メートルの山頂駅を降り立つと、溶岩台地
に広がる〝坪庭〟が現れます。1周1キロの散策路が整備され、様々な高山植物を観賞できます。

11

「日本の貴重なコケの森」と静寂の御射鹿
　日本最高所2115メートルの天然湖、白駒池周辺の原生林
には一面の苔の森が広がり、日本蘇苔類学会により「日本の
貴重なコケの森」に選定されています。湖畔にめぐらされた
木道をゆっくり歩いて、神秘の森の森林浴を楽しみ、心身リ
フレッシュするひとときをお過ごしください。また御射鹿池
は東山魁夷の名画「緑響く」のモチーフになった湖。風のない
静かな湖面は周囲の山々や木々を映し出し、深緑の季節はま
さしく「緑響く」世界をご堪能いただけることでしょう。

ツアーコード: JP1295

■最少催行人員:10名　■食事:朝食3回、昼食2回、夕食3回
■添乗員:新宿駅ご出発から東京駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：蓼科高原／リゾートホテル蓼科（バス・トイレ付洋室ツインルーム)、軽井沢／ゆと
りろ軽井沢ホテル（バス・トイレ付洋室ツインルーム）
■利用予定バス会社：群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：JR特急あずさ普通車指定席、新幹線普通車指定席

1

新宿駅11：00発（JR特急）D小淵沢駅12：51着B●富士見高原リ
ゾート　昼食後、天空カートに乗り、標高1,420ｍまでの小旅行を
楽しみます。晴天時には展望台からは、北岳をはじめとする南アルプ
スの山々と富士山を望めます。B蓼科高原16：30着
 【2連泊】（蓼科高原：リゾートホテル蓼科泊）ssy

2

蓼科高原B午前、日本最高所に位置する天然湖、○白駒池周辺の「苔
の森」を散策。その後、神秘的な○御射鹿池や○蓼科大滝にご案内
します。B○車山高原　車山展望リフトに乗り、標高1,925ｍの車
山山頂へ。360度の大パノラマが広がり、日本アルプスをはじめ周
辺の山々を一望できます。B夕刻、ホテルへ戻ります。
 （蓼科高原：リゾートホテル蓼科泊）ahy

3

蓼科高原09：00発B午前、バスにてビーナスラインのドライブを楽
しみ、北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅へ。R北八ヶ岳ロープウェイを利
用し、山頂駅へ。着後、山頂駅一帯に広がる○坪庭自然公園を散策
します。B軽井沢12：30着　午後、大賀ホールにてN響メンバーに
よる「弦楽四重奏　名曲コンサート」をお楽しみください。
 （軽井沢：ゆとりろ軽井沢ホテル泊）ahy

4
午前、○旧軽井沢銀座通りを自由散策。軽井沢駅13：56発（新幹線）
D東京駅15：12着
ご自宅までお荷物を託送します。  ass
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集合・日数・出発日 旅行代金

【新宿駅集合・4日間】  7月18日（月） ¥215,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥20,000にて承ります）

天空カートで25分のアルプス絶景ドライブ

リゾートホテル蓼科に連泊します
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　Iコース 軽井沢大賀ホール N響メンバーによる弦楽四重奏 名曲コンサートと高原の旅
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大賀ホール名曲コンサートと

越後の景勝地・上信越高原国立公園の旅　5日間

ツアーコード : JP1256

清津峡　柱状節理の岩肌に緑が映える、絵になる季節に訪ねます

「ホテル音羽ノ森」のフレンチ（イメージ） 7月、志賀高原の東館山高山植物園ではニッコウキスゲが見頃です（イメージ）

■最少催行人員:10名　■食事:朝食4回、昼食3回、夕食4回
■添乗員:福岡空港・新千歳空港ご出発から福岡空港・丘珠空港ご到着まで随行いたします。
■ホテル：苗場／苗場プリンスホテル（バス・トイレ付洋室ツインルーム）、万座／万座プリ
ンスホテル（バス・トイレ付洋室ツインルーム）、軽井沢／軽井沢プリンスホテルウエスト（バ
ス・トイレ付洋室ウェストツイン）
■利用予定バス会社：越後交通または南越後交通、長電バスまたはアルピコ交通
■利用予定航空会社：フジドリームエアラインズ、日本航空、全日空（普通席）

1

福岡空港07：15発H新潟空港08：50着B八海山　八海山ロー
プウェイにて○展望台を訪ねます。B昼食後、奥只見湖へ。貯水量
6億トンを超える国内最大級の人工湖からの美しい景色を遊覧船（40
分）にて巡ります。B苗場18：00着
 （苗場：苗場プリンスホテル泊）shy

2
苗場09：00発B苗場プリンス第2ゴンドラにて○Naeba天空テラ
スへ。B清津峡　昼食後、日本三大峡谷のひとつ●清津峡を訪ねま
す。B万座16：30着 （万座：万座プリンスホテル泊）ahy

3

万座B志賀高原　３つのゴンドラを乗り継ぐ志賀高原ラインから絶景
を眺めながら標高2000mまで上がります。日本有数の●東館山高
山植物園の散策をお楽しみください。B横手山　午後、横手山スカ
イレーターとリフトを乗り継いで、標高2307mの空中散歩。B軽
井沢
 【2連泊】（軽井沢：軽井沢プリンスホテルウエスト泊）asy

4

軽井沢　午前、軽井沢にて散策などお楽しみください。B午後、大
賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽四重奏　名曲コンサート」を
お楽しみください。W17:00から「ホテル音羽ノ森」でのN響メンバー
によるサロンコンサートをお楽しみください。その後、「ホテル音羽
ノ森」にて夕食をどうぞ。
 （軽井沢：軽井沢プリンスホテルウエスト泊）ahy

5
軽井沢　午前、11時のチェックアウトまで自由行動。B安曇野（●
安曇野ちひろ美術館）B信州まつもと空港17：35発H福岡空港
19：25着 ass

ご自宅までお荷物を託送します。

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽し
みください。

❷ 日本三大渓谷のひとつ清津峡をはじめ、越後の絶景の地を巡ります。
❸ 志賀高原や苗場など、可憐な高山植物が咲き、夏の緑輝く高原を訪ねます。

ツアープランナーより
福岡空港・新千歳空港からまずは新潟へひ
とっ飛び。見どころを訪ねながら、越後から
信州へと辿っていきます。日本三大峡谷の
ひとつ、清津峡など、個人ではなかなか足
を延ばしづらい絶景の地の訪問や、爽やか
な高原ホテルでの滞在をお楽しみいただく
行程といたしました。

「旧軽井沢ホテル音羽ノ森」でのサロンコンサート

山と水が創りだした
越後の絶景を巡ります

ニッコウキスゲが咲き乱れる夏の志賀高原

　大賀ホールでのコンサートをお楽しみいただい
た後、「旧軽井沢ホテル音羽ノ森」にてN響メンバー
によるサロンコンサートを開催いたします。ホー
ルで聴く演奏とはまた趣を変え、親しく穏やかな
雰囲気にくつろぎながら、音楽に浸るひとときを
お楽しみください。演奏後は、「ホテル音羽ノ森」の
レストランにて、夕食をご用意しました。四季を
大切に、地元の食材と新鮮な野菜にこだわったお
料理を味わい、優雅な一日を締めくくります。

　旅の始まりは新潟から。個人ではなかな
か巡ることが難しい越後の景勝地を辿って
いきます。米どころ魚沼の美しい水田風景
を愛でながら、バスは次第に山間部へ。越
後三山のひとつ、八海山の展望台からは、
晴れた日には上信越の山々や遠く佐渡の島
影まで望めることでしょう。国内最大級の
人工湖である奥只見湖では、遊覧船から湖
畔の美しい景色をお楽しみください。2日
目には、水鏡の光景がまるでアート作品の
ようだと話題の清津峡へ。黒部峡谷、大杉
谷と名旅日本三大峡谷に数えられ、切り立
つ柱状節理の岸壁とエメラルドグリーンの
清津川の織りなす峡谷美は迫力満点です。

　ウインタースポーツで知られる志賀高原ですが、高原の
風薫るグリーンシーズンもまた美しく、人気の季節です。
ゴンドラやリフトを利用し、標高2000ｍ超の東館山展望台
へアクセス。気軽に絶景をお楽しみいただきます。山頂に
ある東館山高山植物園では、約10万平方メートルの広大な
敷地に、約500種類の貴重な高山植物が植えられています。
約5万平方メートルにも及ぶニッコウキスゲの大群落は、志
賀高原の夏の美しい風物詩です。※花の見頃は変動します。

5

■新千歳/丘珠空港発着時間のご案内
往路：新千歳空港09：30発H新潟空港10：40着
復路： 信州まつもと空港15：35発H丘珠空港17：10着

■伊丹空港からのご出発も同料金で可能です。
往路：伊丹空港08：05発H新潟空港09：10着
復路：JR特急しなの（普通指定席）松本駅15：53発D名古屋駅18：07着
　　 新幹線　名古屋駅18：17発D新大阪駅19：06着

集合・日数・出発日 旅行代金
【福岡空港・新千歳空港集合・5日間】  
7月17日（日） ¥285,000
（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）

志賀高原では3つのゴンドラを
乗り継いで、標高2000ｍへ
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大賀ホール名曲コンサートと 日本アルプス絶景高原の旅　5日間

日本の苔の約4分の1にあたる485種類のもの苔が生息する「苔の森」

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽し
みください。

❷ しらびそ高原「天の川」に連泊。アルプスの大パノラマと星空を満喫します。
❸ 神秘的な苔の森や白駒池、天空の村・下栗の里も訪問。個人では訪れにくい絶景の地
を巡ります。

ツアープランナーより
旧軽井沢の中心に位置するルグラン旧軽井沢に連泊し、大賀ホールでのコンサート、「ホテル
音羽ノ森」でのサロンコンサートを堪能。後半は、日本アルプスの絶景を求めて伊那路、木
曽路へ。星降る聖地と言われるしらびそ高原の宿「天の川」に連泊いたします。

しらびそ高原の山上ホテル『天の川』に宿泊

南アルプスを望む天空の村　下
しもぐり
栗の里

　しらびそ高原は1,900mの高台にあり、南アルプスを中心に、中央アルプス、北アル
プスを見渡すアルプス展望台と言われます。この上に建つホテル「天の川」を確保しま
した。丘の頂上ですので360度遮るものが無く、時間帯によって刻々と変わる景色を
お楽しみください。雄大な山景が日暮れとともに幻想的な雰囲気へと変わり、天候が
許せば夜には美しい星空が広がります。いわゆる豪華なホテルではありませんが、そ
の景色は贅沢なものでしょう。

　標高800 ～ 1000メートル、最大傾斜38度の山腹に拓か
れた下栗の里。人口100人にも満たない小さな村は、その
美しさから「日本のチロル」と称されます。公共交通機関も
なく、大型車も乗り入れできないためアクセスが難しい場
所ですが、ツアーでは専用ミニバスで快適にご案内します。
地元の案内人のお
話を聞きながら、
片道20分前後ゆ
っくり登って、村
と自然を一望する
展望台を目指しま
す。山に溶け込む
ように佇むその姿
は、まさに「天空
の村」です。
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苔の森
　広大な原生林に神秘的な苔が
生い茂る北八ヶ岳の白駒池一帯
は、日本蘚苔類学会より「日本の
貴重なコケの森」にも選定され、
手つかずの自然が残されていま
す。鬱蒼とした原生林のひんや
りとした空気、倒木や岩を一面
に苔が覆う神秘的な世界を体験
する、苔の森ウォーキングをお
楽しみください。

ツアーコード : JP1294

■最少催行人員:10名　■食事:朝食4回、昼食4回、夕食4回
■添乗員:東京駅ご出発から名古屋駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：軽井沢／ルグラン旧軽井沢（バス・トイレ付洋室ツインルーム)、
しらびそ高原／しらびそ高原「天の川」（トイレ付バス無し和室　大浴場をご利用ください）
■利用予定バス会社：草軽交通または群馬バス、アップルキャブ、伊那バス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席

1

名古屋駅08：30集合D東京駅10：20集合（北陸新幹線）D軽井
沢駅12：17着Bランチの後、郊外のアートスポット巡りへ。●軽
井沢千住博美術館、●軽井沢タリアセン（ペイネ美術館）など。B
旧軽井沢16：30着　夕食はホテル自慢のフレンチでお楽しみくださ
い。  【2連泊】（軽井沢：ルグラン旧軽井沢泊）shy

2

旧軽井沢　午前、旧軽井沢を中心に自由散策でお楽しみください。
K午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽四重奏　名曲コ
ンサート」をお楽しみください。W17:00から「ホテル音羽ノ森」で
のN響メンバーによるサロンコンサートをお楽しみください。
 （軽井沢：ルグラン旧軽井沢泊）asy

3
軽井沢08：30発B（メルヘン街道）B○白駒の池（苔の森ウォーク）
B○諏訪大社下社秋宮B（伊那谷を南下）Bしらびそ高原「天の川」
17：00着（晴天なら星降る聖地、満天の星空です。）※

【2連泊】（しらびそ高原：しらびそ高原「天の川」泊）ahy

4
しらびそ高原B（日本アルプス眺望ドライブ）B日本のチロル○下栗
の里B遠山郷でランチタイムB（天竜川渓谷をドライブ）B天竜峡（天
竜ラインくだり）Bホテルに戻ります。（星空観測の予備日）※
 （しらびそ高原：しらびそ高原「天の川」泊）ahy

5
しらびそ高原08：30発B飯田の古刹「○元善光寺」に参拝B中山
道、木曽路の○馬籠宿を散策と昼食。B名古屋駅16：00頃着D
東京駅18:30着
ご自宅までお荷物を託送します。  ahs

※天候により星空はご覧いただけない場合があります。

集合・日数・出発日 旅行代金

【名古屋駅・東京駅集合・5日間】  7月19日（火） ¥285,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥65,000にて承ります）

北
　ア
　ル
　プ
　ス

長野

軽井沢
（2泊）

白駒池
諏訪大社秋宮

諏訪湖

下栗の里遠山郷
天竜峡

元善光寺
馬籠宿

東京へ

名古屋へ

長野県

山梨県

群
馬
県

新宿へ

しらびそ高原（2泊）

八ヶ岳

「にほんの里100選」にも選ばれた天空の村、下栗の里

しらびそ高原山上ホテル「天の川」

ホテル周辺から眺める南アルプスの山 （々上）と星空が楽しめる、しらびそ高原山上ホテル「天の川」（イメージ）
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大賀ホール名曲コンサートと 軽井沢の優雅な滞在　5日間

ツアーコード: JP1305

■最少催行人員:8名　■食事:朝食4回、昼食1回、夕食2回
■添乗員:東京駅ご出発から東京駅ご到着まで随行いたします。
■ホテル：軽井沢／旧軽井沢ホテル音羽ノ森（バス・トイレ付洋室デラックスツインルーム）
■利用予定バス会社：新潟交通、群馬バスまたは草軽交通またはアルピコ交通または西武バス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席

1

東京駅09：32 ～ 11：04発（北陸新幹線）D（大宮駅）D軽井沢駅
10：34 ～ 12：17着KハルニレテラスK旧軽井沢　夕刻、旧軽井沢
ホテル音羽の森にチェックイン。夕食はホテル自慢のフレンチをお楽
しみください。
 【4連泊】（旧軽井沢：ホテル音羽ノ森デラックスルーム泊）shy

2

旧軽井沢　午前、旧軽井沢を中心に自由散策でお楽しみください。
K午後、大賀ホールにてN響メンバーによる「弦楽四重奏　名曲コ
ンサート」をお楽しみください。W17:00から「ホテル音羽ノ森」ホテ
ルでのN響メンバーによるサロンコンサートをお楽しみください。
 （旧軽井沢：ホテル音羽ノ森デラックスルーム泊）ass

3 旧軽井沢　終日、軽井沢滞在を自由にお楽しみください。
 （旧軽井沢：ホテル音羽ノ森デラックスルーム泊）ass

4 旧軽井沢　終日、軽井沢滞在を自由にお楽しみください。
 （旧軽井沢：ホテル音羽ノ森デラックスルーム泊）asy

5

旧軽井沢09：00発B郊外のアートスポット巡りへ（●軽井沢千住博美
術館、●軽井沢タリアセン（ペイネ美術館）、●軽井沢高原文庫（有
島武郎別荘「津月庵」））B軽井沢駅13：56発（北陸新幹線）D（大
宮駅）D東京駅15：12着
ご自宅までお荷物を託送します。  ass

※往復の新幹線は大宮駅からもご参加いただけます。
※新幹線の時刻はご出発の20日前までに確定し、最終書面にてご案内い
たします。

ここにご注目。旅のポイント
❶ 軽井沢・大賀ホールにて、N響メンバーによる「弦楽四重奏 名曲コンサート」をお楽
しみください。

❷ 旧軽井沢の中心に位置する上品なホテル「旧軽井沢ホテル音羽ノ森」に4連泊滞在。
❸ 軽井沢郊外に点在するアートスポット巡りにご案内します。

ツアープランナーより
旧軽井沢の中心に位置する上品な佇まいの「旧軽
井沢ホテル音羽ノ森」に4連泊滞在。旧軽銀座や軽
井沢駅周辺へも徒歩圏内の好立地のホテルでのん
びりとお過ごしください。大賀ホールでのコンサー
トの後には、音羽ノ森で行うサロンコンサートも
お楽しみいただきます。自由行動は添乗員がお手
伝いいたしますので、心ゆくまで軽井沢の休日を
お楽しみください。

旧軽井沢ホテル音羽ノ森に4連泊滞在
サロンコンサートも楽しみます
　4連泊する軽井沢での宿泊は、旧軽井沢の中心に位置する「旧軽井沢ホテル音羽ノ森」
を選びました。文明開化の時代に日本人の手により建築された、純西洋建築の重要文
化財・旧三笠ホテルをモチーフに、1982年、旧軽井沢の静かな森に生まれた「ホテル音
羽ノ森」。落ち着きのあるクラシカルな空間と、長く培われてきたホテルスタッフの高
いホスピタリティで人気のホテルのデラックスルーム(30㎡）をご用意しました。旧軽
通りに面した好立地で、旧軽銀座や大賀ホールをはじめ駅周辺へも徒歩圏内です。大
賀ホールでのコンサートをお楽しみいただいた後は、メインバンケット「三笠」にてN
響メンバーによるサロンコンサートを開催いたします。ホールで聴く演奏とはまた趣
を変え、距離も近くに感じていただける気軽なコンサートです。親しく穏やかな雰囲
気にくつろぎながら、音楽に浸るひとときをお楽しみください。

5

三笠ホテルの名を冠したホールで、
サロンコンサートをお楽しみください

落ち着いた佇まいの旧軽井沢ホテル音羽ノ森

ハルニレテラス
軽井沢の新たなスポット「軽井沢星野エリア」の中でも人気
のスポット、100本超ものハルニレの木立の中に設けられ
た「ハルニレテラス」。モダンな建物はウッドデッキでつな
がり、約16の個性的なショップやレストランが入っていま
す。豊かな自然の中でのお食事やショッピングをお楽しみ
ください。

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・5日間】  7月19日（火） ¥265,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥80,000にて承ります）

旧軽井沢ホテル音羽ノ森

センスの良いショップやレストランが入るハルニレテラス

軽井沢アートスポット巡り
多くのアートスポットを抱える軽井沢。夏場は周囲の緑と
美術館が一体化し、非常に美しい姿を楽しむことが出来ま
す。車でないと巡りづらい軽井沢郊外のアートスポットへ、
効率的にご案内いたします。

自慢のフレンチもお楽しみください（イメージ） 昭和6年、ヴォーリズの設計により建てられた別荘建築の傑作、
「睡鳩荘」を移築復元しています

ホテルロビー
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2022年 7月

　20世紀後半、クラシックファンの
みならず「帝王カラヤン」は、その名
を知らない人はいないほど、それこ
そ一世風靡の指揮者でした。超一流
の音楽家でありながら、クルーザー
ヨットやスーパーカーはたまたプレイ
ベートジェットを自ら操縦するという、
ダンディーで服装もスタイリッシュ、
とに角「カッコイイ」当時の世界中の
人々の憧れのひとりだったといえま
しょう。

　一方、ザルツブルク郊外の田園に佇む山小屋風の木造邸宅は、周囲の大自然とよ
くマッチして、決して華美には見せず、カラヤンのセンスを物語っていました。
　1989年7月16日。
　ベルリン国立芸術大学でバリトンを学んでいた時期から、公私ともにカラヤンと親
交の深かった当時のソニー社長、大賀典雄がこのカラヤンの自宅を訪ねた時、カラ
ヤンは今日は少し気分が悪いと、寝室へ大賀たちを迎え入れました。飛行機の話や
音楽出版の話など、途中やってきた掛かりつけ医を追い返してしまうほど会話は弾み
ましたが、カラヤンは突然ガクッと意識を失い、そのまま帰らぬ人となってしまいます。
カラヤン81歳3ヶ月で逝去。
　2011年大賀もカラヤンと同じ81歳3ヶ月でこの世を去っていますが、命日の4月
23日はカラヤンが生涯最後の演奏会（1989年4月23日。ウィーンフィルとの共演ブ
ルックナー第7番ウィーン楽友協会大ホール）となった日でした。まるで奇跡のような
ふたりの巡り合わせではないでしょうか。

（座席のご指定は諸般の事情によりご容赦く
ださい。）

爽やかな高原の夏
特・別・企・画

軽井沢大賀ホール
N響メンバーによる弦楽四重奏

名曲コンサートと
高原の旅

12コース

名曲コンサートと高原の旅
全12コース

チケットのみも、
もちろん大歓迎です

帝王カラヤンと大賀典雄

「ふたりを結ぶ数奇な運命」軽井沢大賀ホール
N響メンバーによる弦楽四重奏

7月20日（水）大賀ホール名曲コンサート（14：00開演）

S席 ¥5,000    A席 ¥4,000
B席 ¥3,000

お申し込みお問合せは、下記各支店へどうぞ。

大賀ホール名曲コンサートと高原の休日 2日間
7月19日（火）・20日（水）発　東京駅

A
コース

大賀ホール名曲コンサートと軽井沢の旅 2日間
7月19日（火）　東京駅

B
コース

大賀ホール名曲コンサートと軽井沢ラグジュアリーリゾート 3日間
7月19日（火）　東京駅

C
コース

大賀ホール名曲コンサートと上級ホテルの休日 3日間
7月19日（火）　東京駅

D
コース

大賀ホール名曲コンサートとダイニング列車ろくもんの旅 4日間
7月17日（日）　名古屋駅 

E
コース

大賀ホール名曲コンサートと夏の信州ステイ 6日間
7月18日（月）　東京駅 

F
コース

大賀ホール名曲コンサートと信州アート紀行 5日間
7月18日（月）　東京駅

G
コース

大賀ホール名曲コンサートと北国街道歴史の旅 5日間
7月16日（土）　東京駅

H
コース

大賀ホール名曲コンサートと蓼科高原ステイ 4日間
7月18日（月）　新宿駅

I
コース

大賀ホール名曲コンサートと
越後の景勝地・上信越高原国立公園の旅 5日間
7月17日（日）　福岡空港・新千歳空港

J
コース

大賀ホール名曲コンサートと日本アルプス絶景高原の旅 5日間
7月19日（火）　名古屋駅・東京駅

K
コース

大賀ホール名曲コンサートと軽井沢の優雅な滞在 5日間
7月19日（火）　東京駅

L
コース

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
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

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。（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
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●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：旅程に従ったすべての利用交通機関
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
4. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。

●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

●お部屋について
1. お部屋は2名室をお二人でご利用いただきます。（なお、ご出発の45日前
を切って、ご同行のお客様がご都合によりキャンセルされ、結果としてお

一人参加となる場合には１名利用追加料金を申し受けます。）
2. おひとりでご参加の場合には、追加料金にて2名室または1名室をお
ひとりでご利用いただくこともできます。なお相部屋希望の場合でも、
出発の45日前を切ってお申込金をご入金される場合には、最終的に組
み合わせの都合で客室をおひとりで御利用いただくこともあり、その
際には1名利用追加料金を申し受けます。

3. 時期、あるいはツアー、ホテルによっては2名室のおひとり利用が困難な
こともあります。

4. 部屋割りは、原則として宿泊施設が予め定めております。また、部屋によ
り調度品や広さが異なる場合があります。

●列車について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない場合があ
ります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望をかなえることは
不可能ですので、ご容赦ください。

●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％

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。

ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・条件の他、
別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の旅行業約款によります。
ご旅行条件は、2022年3月25日現在の運賃・料金を基準としております。

■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％

●個人情報の取扱いについて
弊社は、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、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関（主要
な運送・宿泊期間等については各日程表に記載されています）の提供するサービスの
手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内での利用、およ
び託送業者利用の場合の業者への提供とさせていただきます。このほか、弊社では、
将来、よりよい旅行商品の開発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様
にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

■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

カラヤン 大賀典雄
写真提供：ソニー（株）


