
スイデンテラス SUIDEN TERRASSE

空間・食・本・農・地域
庄内の美しい四季に寄り添う特別なホテル
　出羽三山から庄内平野、そして日本海へ。山形県
庄内地方の四季、そして人々の暮らしは、美しい
水の循環に育まれてきました。この土地を象徴する
ランドスケープである田園から直送を得て生まれた
ホテルが「スイデンテラス」です。
　まるで田んぼに浮かぶように建つ独特の建築。
建築設計のノーベル賞的な存在のプリツカー賞を
受賞された坂茂氏が設計しました。木の温もり溢れる
客室や、水田を眺める開放的な露天風呂、庄内
産の素材にこだわったお食事もご好評いただいてお
ります。

天然温泉女湯

ライブラリー朝食（イメージ）

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 松﨑 浩
□ 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6月1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

地方の美食学

旅
ローカルガストロノミー

日本のバスク地方はどこだ サンセバスチャンを探す

風土を旅する

日本旅百景

庄内ガストロノミー　鶴岡・酒田の旅



風土を旅する

日本旅百景

ガストロノミーと自然の共生
地産地消を楽しむ

　スペイン・バスク地方では毎年世界のトップシェフが集

まり、美味探求の料理学会「サンセバスチャン・ガストロ

ノミカ」が開かれます。世界最高峰のエルブジやノーマが

最新の料理法、考え方を紹介し、共有されてきました。

味だけでなく、食材のルーツやその土地の文化風土を意

識した各国の料理法なども披露されます。

そして今、世界のトップシェフの間では常識となっているの

が、ガストロノミーと自然の共生です。日本でも地元の新

鮮な食材にこだわり、新しいフュージョン料理を生み出す

ようになってきました。それらは評判となり、遠い都心から

わざわざその味を求めて旅する食通も増えてきています。

このツアーでは、日本全国のそういったローカルガストロノ

ミーで名を馳せたレストランを予約し、その土地の文化と

併せて楽しんでいただく、今までにないまったく新しいタイ

プのツアーに仕立てております。

ぜひ日本の地方で活躍しているシェフの、地のものを生か

した芸術的とも思える味を楽しんでください。そして日本各

地の風土・文化風習も併せてお楽しみください。

ガストロノミー　（仏: gastronomie、英: gastronomy）
ガストロノミーは、しばしば「美食術・美食学」と訳されますが、単に贅沢な
料理を指している言葉ではありません。その語源は、古代ギリシャ語ガスト
ロス（消化器）＋ノモス（秩序・法）にあり、食を巡る文化、風土、科学的な
考察という発想から生まれた言葉です。現代におけるガストロノミーとは、
その土地の風土が育んできた自然の恵み、そして文化をも含んだ総合的な
食の芸術ということができるでしょう。

（料理はイメージ写真です）

アル・ケッチァーノ
Al-ché-cciano

奥田政行シェフ

出発日・旅行代金 2泊3日

■最少催行人員：10名　■食事：朝食2回、昼食3回、夕食2回　■添乗員：羽田空港ご出発から羽
田空港ご到着まで随行いたします。　■利用予定バス会社：松山観光バスまたは同等クラス　
■利用予定航空会社：全日空（普通席）

羽田空港11：00発H庄内空港12：00着B酒田B鶴岡17：00着
■午前、羽田空港より航空機にて庄内空港へ。着後、かつては北前船の港町として栄え
た酒田を見学します。
■明治時代の米蔵○山居倉庫、●本間家旧本邸、かつての酒田の料亭文化や酒田の歴史
を紹介する●山王くらぶなどを訪ねます。
■見学後、鶴岡郊外に建つホテル、スイデンテラスへ。
 【2連泊】(鶴岡：スイデンテラス泊）sly
鶴岡 (アル・ケッチァーノでのディナー )
■午前、鶴岡の中心鶴ケ岡城址周辺を巡ります。●庄内藩校致道館、●大寶館、○荘内神
社、●旧風間家住宅丙申堂、「黒いマリア像」の●鶴岡カトリック教会天主堂などへご案
内します。
■午後、世界一のクラゲ展示で有名な●加茂水族館を見学します。
■夕食は、2022年7月に移転・リニューアルオープン、ローカルガストロノミーの草分
けとなった奥田シェフの店、アル・ケッチァーノでお楽しみください。
 （鶴岡：スイデンテラス泊）ahy
鶴岡09：00発B庄内空港17：45発H羽田空港18：50着
■午前、バスにて山伏信仰の中心の一つ、出羽三山の羽黒山へ。着後、○出羽三山神社、
○羽黒山五重塔を見学。
■昼食は、羽黒山参籠所「斎館」にて、松尾芭蕉が奥の細道行脚の際にもてなされた精
進料理を楽しみます。
■午後、バスにて庄内空港へ。
■夕刻、庄内空港より航空機にて羽田空港へ。着後、解散。 ahs

1

2

旅程表

ご宿泊

3

庄内ガストロノミー
鶴岡・酒田の旅　3日間

庄内空港合流／庄内空港離団　￥29,000引き現地合流も可能です 

　日本各地に広がりつつあるローカル
ガストロノミー。その先導者こそ、奥
田政行シェフです。鶴岡の郊外に建つ
奥田シェフの一軒家レストラン「アル・
ケッチァーノ」は、鶴岡の食の魅力を
全国に、そして世界に発信し、美食
の町として名を高めてきました。2022
年7月7日、「アル・ケッチァーノ」が移
転・リニューアルオープン。さっそく新
店舗を訪ね、奥田シェフの創造性溢れ
るイタリアンの世界をお楽しみいただき
ます。

北前船が運んだ富と華やかな京文化　酒田

「西の堺、東の酒田」と呼ばれ、賑
わった酒田。北前船が運んできたの
は豊かな富と京文化でした。「山王く
らぶ」など、賑やかな料亭文化は今
も残されています。豪商として名高
い本間家旧本邸、山居倉庫など、
往時の繁栄を偲ばせる見どころも訪
ねます。

ユネスコ食文化創造都市　鶴岡
鶴岡庄内藩の中枢だった鶴ヶ城の城下町
として発展してきた鶴岡。町の中心には
庄内藩が残した致道館が残り、その周辺
には江戸、明治時代の和洋建築物が混
在する風景が楽しめます。近年は食の都
として注目を集め、ユネスコ食文化創造
都市に認定されました。鶴岡駅前には「つ
るおか食文化市場」があります。 江戸時代の庄内藩の藩校、致道館

庄内の米蔵として使われた「山居倉庫」

【羽田空港集合】10月4日（火） , 11月8日（火）発
旅行代金 ¥185,000
（お一人参加のお客様は1名室利用追加料金¥15,000にて承ります。）

ツアープランナーより

　日本で唯一「ユネスコ食文化創造都市」に認定された鶴岡と、北
前船で賑わった港町酒田を中心に広がる庄内地方。そこには日本海
の海の幸と、国内屈指の穀倉地帯のひとつ庄内平野の穀物や農産
物が育んできた豊かな食文化が花開き、北の「食の都」と呼ばれて
います。これらの食文化は今日も人々の中に息づき、近年まで交通
が不便だったこともあり、残された歴史の町並みや史跡群とともに魅
力溢れる訪問地となっています。
　ツアーでは、庄内平野の象徴である田園地帯に立つ話題のホテ
ル、スイデンテラスに連泊。酒田、鶴岡の文化を訪ね、ローカルガ
ストロノミーの先導者・奥田シェフの「アル・ケッチァーノ」でのディナー
をお楽しみいただきます。

鶴岡 ： 庄内スイデンテラス （バス・トイレ付き洋室）
※ホテルの説明は裏表紙をご覧ください

庄内スイデンテラス

地元産の新鮮な食材を、素材の魅力を生かしたイタリアンに（イメージ）
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鶴岡09：00発B庄内空港17：45発H羽田空港18：50着
■午前、バスにて山伏信仰の中心の一つ、出羽三山の羽黒山へ。着後、○出羽三山神社、
○羽黒山五重塔を見学。
■昼食は、羽黒山参籠所「斎館」にて、松尾芭蕉が奥の細道行脚の際にもてなされた精
進料理を楽しみます。
■午後、バスにて庄内空港へ。
■夕刻、庄内空港より航空機にて羽田空港へ。着後、解散。 ahs

1

2

旅程表
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庄内ガストロノミー
鶴岡・酒田の旅　3日間

庄内空港合流／庄内空港離団　￥29,000引き現地合流も可能です 

　日本各地に広がりつつあるローカル
ガストロノミー。その先導者こそ、奥
田政行シェフです。鶴岡の郊外に建つ
奥田シェフの一軒家レストラン「アル・
ケッチァーノ」は、鶴岡の食の魅力を
全国に、そして世界に発信し、美食
の町として名を高めてきました。2022
年7月7日、「アル・ケッチァーノ」が移
転・リニューアルオープン。さっそく新
店舗を訪ね、奥田シェフの創造性溢れ
るイタリアンの世界をお楽しみいただき
ます。

北前船が運んだ富と華やかな京文化　酒田

「西の堺、東の酒田」と呼ばれ、賑
わった酒田。北前船が運んできたの
は豊かな富と京文化でした。「山王く
らぶ」など、賑やかな料亭文化は今
も残されています。豪商として名高
い本間家旧本邸、山居倉庫など、
往時の繁栄を偲ばせる見どころも訪
ねます。

ユネスコ食文化創造都市　鶴岡
鶴岡庄内藩の中枢だった鶴ヶ城の城下町
として発展してきた鶴岡。町の中心には
庄内藩が残した致道館が残り、その周辺
には江戸、明治時代の和洋建築物が混
在する風景が楽しめます。近年は食の都
として注目を集め、ユネスコ食文化創造
都市に認定されました。鶴岡駅前には「つ
るおか食文化市場」があります。 江戸時代の庄内藩の藩校、致道館

庄内の米蔵として使われた「山居倉庫」

【羽田空港集合】10月4日（火） , 11月8日（火）発
旅行代金 ¥185,000
（お一人参加のお客様は1名室利用追加料金¥15,000にて承ります。）

ツアープランナーより

　日本で唯一「ユネスコ食文化創造都市」に認定された鶴岡と、北
前船で賑わった港町酒田を中心に広がる庄内地方。そこには日本海
の海の幸と、国内屈指の穀倉地帯のひとつ庄内平野の穀物や農産
物が育んできた豊かな食文化が花開き、北の「食の都」と呼ばれて
います。これらの食文化は今日も人々の中に息づき、近年まで交通
が不便だったこともあり、残された歴史の町並みや史跡群とともに魅
力溢れる訪問地となっています。
　ツアーでは、庄内平野の象徴である田園地帯に立つ話題のホテ
ル、スイデンテラスに連泊。酒田、鶴岡の文化を訪ね、ローカルガ
ストロノミーの先導者・奥田シェフの「アル・ケッチァーノ」でのディナー
をお楽しみいただきます。

鶴岡 ： 庄内スイデンテラス （バス・トイレ付き洋室）
※ホテルの説明は裏表紙をご覧ください

庄内スイデンテラス

地元産の新鮮な食材を、素材の魅力を生かしたイタリアンに（イメージ）



スイデンテラス SUIDEN TERRASSE

空間・食・本・農・地域
庄内の美しい四季に寄り添う特別なホテル
　出羽三山から庄内平野、そして日本海へ。山形県
庄内地方の四季、そして人々の暮らしは、美しい
水の循環に育まれてきました。この土地を象徴する
ランドスケープである田園から直送を得て生まれた
ホテルが「スイデンテラス」です。
　まるで田んぼに浮かぶように建つ独特の建築。
建築設計のノーベル賞的な存在のプリツカー賞を
受賞された坂茂氏が設計しました。木の温もり溢れる
客室や、水田を眺める開放的な露天風呂、庄内
産の素材にこだわったお食事もご好評いただいてお
ります。

天然温泉女湯

ライブラリー朝食（イメージ）

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 松﨑 浩
□ 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6月1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

地方の美食学

旅
ローカルガストロノミー

日本のバスク地方はどこだ サンセバスチャンを探す

風土を旅する

日本旅百景

庄内ガストロノミー　鶴岡・酒田の旅


