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□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による取引条件説明書面及び
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確定書面（最終旅行日程表）によります。
●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受
理した時に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金
額」と「追加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●取消料について
　※「旅行代金」とは「お支払い対象旅行代金」のことをいいます。
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

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる場合があります）。　■お1人でご
参加のお客様は、1名室利用追加代金にて承ります。その場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■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、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく早め
にお申し出ください。　■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。　■マークの説明　H=航空機　D=列車　B=バス　K=自動車　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光 ◯＝下車観光

ご旅行条件は、2023年3月24日現在の運賃・料金を基準としております。　

つでも旅行契約を解除することができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り
旅行にあっては10日目）に当たる日以降～8日目に当たる日まで
……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日目に当たる日以降～前々日に当たる日まで……
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（旅行開始前）……旅行代金の50％
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％
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１
三島駅13:40発D（伊豆箱根鉄道駿豆線を走る特急踊り子号）D修善寺
14:06着　修善寺歴史さんぽへ。●修禅寺（宝物殿）、○指月殿（源頼家の墓）
へご案内します。その後、修善寺のホテルへ。
� 【2連泊】（修善寺：伊豆マリオットホテル修善寺泊）ssy

２

修善寺B（天城峠（トンネル）を越え、○浄蓮の滝）B下田
下田にて日米下田条約が締結された●了仙寺を訪ねます。その後、なまこ壁
の町並みが残る松崎へ（●伊豆文邸、●岩科学校）。
その後、伊豆西海岸をドライブ。○旅人岬に立ち寄り修善寺に戻ります。
� （修善寺：伊豆マリオットホテル修善寺泊）asy

３
修善寺B箱根　岡田美術館開館10周年記念展「若冲と一村」を学芸員によ
る特別セミナー(約30分)と共にお楽しみください。箱根B富士吉田�（富士
吉田：ホテルマイステイズ富士山 展望温泉泊）ahy

４

富士吉田Bキングスウェル
英国ザ・ナショナル・ガーデンズ・スキーム公認の●英国式庭園を見学し、キ
ングスウェルホールにて「大谷康子名曲コンサート」をお楽しみください。
鑑賞後、バスにて富士西麓を富士川に沿って南下し、日本平ホテルへ。夕食
はホテルにて。� （静岡：日本平ホテル泊）ahy

５
日本平ホテル　午前、自慢の庭園散策と眺望などでゆっくりお寛ぎください。
（希望者はロープウェイ（実費往復1250円）にて国宝久能山東照宮へ）
11：30分チェックアウト後、シャトルバスにて静岡駅へ。12:30頃、解散。
ご自宅までお荷物を託送します。 � ass

【各地からの交通手段（一例）】
東京駅　12:27発D新横浜駅12:45発D（こだま725号）D三島駅13:25着
新大阪駅10:45発D（のぞみ12号）D名古屋駅11:36着　名古屋駅11:38発D（こだ
ま718号）D三島駅13:19着

集合・日数・出発日 旅行代金

全国旅行支援対象外
【三島駅集合・5日間】  5月7日（日） ￥245,000
（お1人でご参加のお客様は、１名室利用追加代金￥50,000にて承ります）

Aコース  初夏の伊豆半島　歴史の街々と名景の数々
「大谷康子名曲コンサート」と
岡田美術館「若冲と一村」特別展の旅 5日間

絶景を誇る高級ホテル「日本平ホテル」
眼下に広がる駿河湾と遠く伊豆の山々を見渡
し、正面に霊峰富士を望む絶好のロケーション、
日本平に立つ「日本平ホテル」に宿泊します。ロ
ビーやレストラン、庭園、客室からも富士山の
絶景が眺められる、「風景美術館」の宿として知
られます。このたびはバルコニー付きの富士山
ビューの客室を確保しましたので、心ゆくまで
眺望をお楽しみください。夕食フレンチのコー
ス料理をご用意しました。 お部屋のテラスから富士山の絶景を望む

１
静岡駅13:00集合K日本平ホテル14:00着　着後、チェックイン。富士の
絶景をラウンジでのアフタヌーンティ（実費）や庭園、客室からお楽しみくだ
さい。希望者はロープウェイ（実費往復1250円）にて国宝久能山東照宮へ。
夕食はホテルにて。 � (静岡：日本平ホテル泊)ssy

２

日本平ホテル09:00発Bキングスウェル
英国ザ・ナショナル・ガーデンズ・スキーム公認の●英国式庭園を見学し、午
後、キングスウェルホールにて「大谷康子名曲コンサート」をお楽しみくださ
い。終演後、バスにて富士吉田へ。
� （富士吉田：ホテルマイステイズ富士山 展望温泉泊）ahy

３
富士吉田B箱根　岡田美術館開館10周年記念展「若冲と一村」を学芸員に
よる特別セミナー(約30分)と共にお楽しみください。その後、バスにて修
善寺へ� 【2連泊】（修善寺：伊豆マリオットホテル修善寺泊）ahy

4

修善寺B（天城峠（トンネル）を越え、○浄蓮の滝）B下田
下田にて日米下田条約が締結された●了仙寺を訪ねます。その後、なまこ壁
の町並みが残る松崎へ（●伊豆文邸、●岩科学校）。
その後、伊豆西海岸をドライブ。○旅人岬に立ち寄り修善寺に戻ります。
� （修善寺：伊豆マリオットホテル修善寺泊）asy

５
午前、ホテルをチェックアウトし修善寺歴史さんぽへ。●修禅寺（宝物殿）、
○指月殿（源頼家の墓）へご案内しますK修善寺駅12:35発D三島駅
13:01着　着後、解散。
ご自宅までお荷物を託送します。 � ass

【各地からの交通手段（一例）】
東京駅　11:27発D新横浜駅11:45発D（こだま721号）D静岡駅12:47着
新大阪駅10:48発D名古屋駅11:43発D（ひかり504号）D静岡駅12:37着

集合・日数・出発日 旅行代金

【静岡駅集合・5日間】  5月9日（火）
旅行代金：￥245,000
全国旅行支援割引：¥20,000
別途地域クーポン：¥8,000分
⇒お支払い実額：¥225,000

（お1人でご参加のお客様は、１名室利用追加代金￥50,000にて承ります）

Bコース  初夏の伊豆半島　歴史の街々と名景の数々
「大谷康子名曲コンサート」と
岡田美術館「若冲と一村」特別展の旅 5日間

楽楽

サービス
お荷物

楽楽

サービス
お荷物

伊豆マリオットホテル修善寺
修善寺温泉街から、車
で7分ほどの伊豆の森
に佇む落ち着いたホテ
ル。2回の夕食もこち
らでご用意いたしまし
た。

レストランからも大パノラマで富士山の景色を
（日本平ホテル・イメージ）

富士吉田  ホテルマイステイズ富士山 展望温泉
最上階の天然温泉 雲海大浴場からの、富士の絶景
を心行くまでお楽しみください（天候によります。
なお客室からは富士は見られません）。

©伊豆マリオット修善寺

「大谷康子名曲コンサート」と
岡田美術館「若冲と一村」特別展の旅

5日間

アートファンにお勧めです

美しい木造造りのキングスウェルホール

伊藤若冲「孔雀鳳凰図」（部分） 田中一村「熱帯魚三種」　Ⓒ2022 Hiroshi Niiyama

A・Bコース

キングスウェルの庭園（イメージ）

音楽と名画と歴史と、そして食五月の
特・別・企・画

■最少催行人員:10名様　■朝食
4回、昼食2回、夕食4回　■添
乗員 :三島駅ご出発時から静岡駅
ご到着時まで同行します。　■ホテ
ル：修善寺／伊豆マリオットホテル
修善寺（洋室または和室）　富士吉
田／ホテルマイステイズ富士山 展
望温泉（洋室）　静岡／日本平ホテ
ル（洋室）富士山を望む日本平ツイ
ンをご用意しました　■利用予定バ
ス会社:東海自動車または同等バス
　� ■利用運送機関：
特急普通車自由席（三島～修善寺
間は特急ですが指定はできない区
間となります）

■最少催行人員:10名様　■朝食4回、昼食2回、夕食4回　■添乗員:静岡駅ご出発時から三島駅ご
到着時まで同行します。　■ホテル：静岡／日本平ホテル（洋室）富士山を望む日本平ツインをご用意し
ました　富士吉田／ホテルマイステイズ富士山 展望温泉（洋室）　修善寺／伊豆マリオットホテル修善
寺（洋室または和室）　　■利用予定バス会社:東海自動車または同等バス　� ■利用運送機関：特急普
通車自由席（修善寺～三島間は特急ですが指定はできない区間となります）

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金の割引と地域クーポ
ンが付与されます。利用条件とご注意は弊社ホームページの「全国旅行支援」もご
覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止となり、通常の旅
行代金でのご案内となりますので、予めご了承ください。なお、キャンセルされた
場合は割引適用前の旅行代金に対して通常のキャンセル料がかかります。



伊豆 特別企画

『鎌倉殿の１３人』の舞台伊豆修善寺へ

北条政子が息子頼家を偲んで建てた指月殿 頼家の墓

「風待ちの港町」下田と松崎
　「伊豆の下田に長居はお止し、縞の財布が軽くなる」（下田節）と歌
われた下田。江戸初期から明治にかけて栄えた「風待ち港」は各地か
ら多くの船を迎え、送り出してきたので、人が交わり様々な文化が
交流し、物語を紡いできました。長い航海の束の間の安らぎの場で、
中でも幕府の直轄だった下田の港は番所が置かれ「海の関所」を担っ
たことで、千石船（大型廻船）は必ず寄港しなければならず、おかげ
で大いに繁栄しました。
　幕末にはペリーが黒船で来航し開国の主舞台になったことはよく
知られています。料亭や遊郭が立ち並ぶ花街（今の旧下田町のペリー
ロード界隈）には芸者衆
が150人もいて、夜はお
祭りのような賑わいだっ
たそう。勝海舟や第十四
代将軍家茂、吉田松陰な
ど、数々の歴史上の人物
の足跡も幾つも残ってい
るので訪ねてみたいもの
です。

10周年を迎える岡田美術館（箱根）
「若冲と一村」記念展（６月４日まで）
特別セミナーと共に

　2013年10月にオープンした岡田美術館。昭和23年（1948年）
から所在不明となった、喜多川歌麿の肉筆大作「深川の雪」（198.9
㎝×341.1㎝）が2012年に発見され、これを所蔵して2014年に66
年ぶりに一般公開したことで有名となりましたが、このたび10周年
を迎える記念展として「若冲と一村」の開催が始まりました。皆様ご
存じの伊藤若冲（1716−1800）と田中一村（1908−1977）は、近年
人気が急上昇している画家ですが、あでやかな彩色、画面に行きわ
たる緊張感など、作風において似通う点もあります。このツアーでは、
美術館５階ホールでの学芸員の解説による「特別セミナー」（約30分）
と共に、十分な時間をおとりして、記念展のみならず、岡田美術館
各フロアの数々の名作、逸品（主に日本、中国の絵画や陶器）を参
観いただくことにいたしました。（尚、若冲の「孔雀鳳凰図」も1932
年から所在不明でしたが、83年ぶり、2015年に発見され、この岡
田美術館が所蔵しています。）

　伊豆半島を歴史という観点から、話題の「鎌倉殿の１３人」の
舞台のひとつ、伊豆修善寺、さらに天城峠を越え江戸時代の「風
待ちの港町」下田と松崎などを、マリオットホテル修善寺２泊の
滞在と共に訪ねます。箱根、岡田美術館では開館１０周年の「若
冲と一村」記念展を５階ホールでの特別セミナーも加えて、館
内各フロアをしっかり時間をおとりして参観いただくことにいたし
ました。
　さらに、日本では珍しい木造建築の本格音楽ホール「キング
スウェル」にて名手大谷康子が奏でるヴァイオリンの名曲コン
サートを、このツアーのために特別にアレンジしました。併設の
イングリッシュガーデンにはちょうどバラの花々が咲き誇る季節。
優雅なひとときをお楽しみいただけることと存じます。
　「日本平ホテル」ではその名の通り、日本平からの絶景をホ
テルの上質な客室のパノラマウインドウや広大な芝生ガーデン
から存分にお楽しみいただき、ホテル自慢のフレンチコースの夕
食に舌鼓、という贅沢なプログラムです。どうぞご期待ください。

ツアープランナーより

　伊豆半島を歴史の舞台という観点から訪ねてみてはいかがでしょ
う。昨年のＮＨＫ大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で、頼朝の死去により
18歳で鎌倉幕府の第二代鎌倉殿となった源頼家が北条氏により修禅
寺に幽閉され、そして暗殺（1204年）されたシーンが描かれ、この地
伊豆修善寺が劇的にクローズアップされました。母、北条政子が我
が息子、頼家を偲んで建てた菩提所「指月殿」とその境内の「頼家の墓」
を訪ねますと、そこには頼家の怨念と政子の無念の愛が交錯して胸
に迫ってくるようです。

3階展示室

壁画と足湯カフェ

ヴァイオリンの名手、大谷康子が、トークもまじえながら「Ｇ線上のアリア」
（バッハ）「ツィゴイネルワイゼン」（サラサーテ）、キングスウェルのイング
リッシュガーデンにちなんで「南国のばら」（ヨハン・シュトラウス）、「ばら
の騎士」（リヒャルト・シュトラウス）など名曲の数々をお届けします。木造建
築の本格的な音楽ホールですので音響も抜群です。

ヴァイオリン 大谷康子
2022年にデビュー47周年。これまでにソロ活動はもとより、
国内外の著名なオーケストラと多数共演。BSテレ東「おんが
く交差点」では司会・演奏を務める。著書に「ヴァイオリニスト 
今日も走る!」(KADOKAWA)がある。CDも多数。文化庁「芸
術祭大賞」受賞。 (公財)練馬区文化振興協会理事長。使用楽
器はピエトロ・グァルネリ(1708年製)とストラディヴァリウス

「ウィルヘルミ」(1725年製／日本音楽財団貸与)。

ピアノ 小山 さゆり
東京藝術大学ピアノ科卒業。
同大学大学院修士課程修了。
現在ソロ、室内楽、声楽、オペラ
の伴奏を中心とした演奏活動
の他、大谷康子氏の信頼も厚
く、全国各地での共演多数。

�◯鎌倉殿の13人でも話題の修善寺に連泊。歴史さんぽや下田・松崎
へのドライブも

���◯富士山を望む「風景美術館」とも言われる日本平ホテルに宿泊。
���◯木造建築の音楽ホール「キングスウェル」で大谷康子さんによ
るスペシャルコンサートも楽しみます。

ここにご注目  旅のポイント

　もうひとつの風待ち港「松崎」もレトロ町さんぽが楽しみな町。港
付近には江戸・明治のなまこ壁の邸宅や民家が点在していて、なかな
か絵になる港町です。明治13年（1880年）開校の「岩科学校」（小学校）
は洋風建築として、国の重要文化財に指定されているほどの立派さ
で驚かされます。今は静かな小さな町、松崎ですが、当時のにぎわ
いと、子供達の笑い声が聞こえてくるようです。ここは行きづらい
ので、首都圏の方でも意外なほど訪ねている方は少ないのでは。

松崎のレトロな町さんぽはなかなか楽しい

下田ペリーロードはかつての花街でした ⓒ静岡県観光協会

下田ペリーロードはかつての花街でした　ⓒ静岡県観光協会

岩科学校は1880年開校（国の重要文化財）

源頼家が幽閉された修禅寺

５月はバラの季節ですので美しさが一層映えるキングスウェルの庭園。素敵な音楽と共に緑
と花々を愛でるひとときもお楽しみください（イメージ）


