
オリエンタルホテル神戸と
宝塚歌劇宙組公演鑑賞の旅 3日間

宝塚歌劇、夢の舞台を楽しむ

兵 庫

歴代タカラジェンヌの肖像や衣装を展示する「宝塚歌劇の殿堂」（イメージ）

2022年10月、女性社員による「私たちのつくる旅」の第一弾として発表した本ツアーは、お陰様で数日で完売する大人気ツアー
となりました。今回は春の季節にあわせて宝塚公演のチケットをご用意し、華やかな舞台の世界をお楽しみいただける内容とし
ました。ご覧いただくのは宝塚歌劇宙組公演の『カジノ・ロワイヤル ～我が名はボンド～』。
イアン・フレミングの大ベストセラー「007」シリーズの代表作「カジノ・ロワイヤル」を原
作としたアクション・ロマネスク作品です。ボンド役を努める宙組トップスターの真風涼
帆は本作品での退団を発表しており、話題の公演となっています。ルレ・エ・シャトー加
盟の神戸北野ホテルでは、代名詞ともなっている「世界一の朝食」をはじめ、アフタヌー
ンティー、ディナーと変化のあるお食事を。宿泊は明治のはじめ、神戸居留地で外国
人専用ホテルとしてオープンしたオリエンタルホテル神戸です。

ツアープランナーより

宝塚大劇場のシンボル大階段

裏面もご覧ください

�◯宝塚歌劇宙組公演、『カジノ・ロワイヤル�
～我が名はボンド～』をS席で鑑賞。

�◯ルレ・エ・シャトーに加盟する神戸北
野ホテルで2回のお食事とアフタ
ヌーンティーを。

��◯1870年からの歴史を受け継ぐオリエン
タルホテル神戸に連泊します。

ここにご注目  旅のポイント

華やかな宝塚歌劇の舞台へ。「宝塚歌劇の殿堂」も見学
宝塚歌劇の幕開けは1914年、大正時代にさかのぼります。宝塚歌劇を創設した
のは、阪急電鉄の発展に貢献し、日本初のターミナルデパート阪急百貨店の開業や、
東宝グループの創設にも力を尽くした小林一三（いちぞう）氏。小林氏は、鉄道の
乗客誘致の一環として1911年に誕生した「宝塚新温泉」（宝塚ファミリーランドの
前身）の拡充にあたり、室内プールを目玉にした2階建ての洋館「パラダイス」を開業。
しかし、男女共泳を禁止する時代環境や、温水設備がないことなどから、夏の2ヵ
月ほどで閉鎖に追い込まれます。そこで、この場所を使って余興を見せようとひ
らめいたのが、宝塚歌劇のはじまりです。
　宝塚大劇場に併設された「宝塚歌劇の殿堂」や、かつての宝塚音楽学校旧校舎を
利用した「すみれ♪ミュージアム」を見学するお時間もお取りしました。
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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）
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 □本社（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 □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1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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　時は1968年、世界はアメリカとソ連を中心とする冷戦の最中にあった。パリでは学生や労働者たちを
中心に「5月革命」と呼ばれる反体制デモが起き、鎮圧後過激派たちは「赤軍同盟」を名乗る地下組織に吸収
されて行った。
　イギリスが誇る秘密情報部「MI6」では、コード
ネーム「007」を持つ秘密情報部員ジェームズ・ボン
ドに、ル・シッフルと呼ばれるソ連のスパイを倒す
よう指令が下される。ル・シッフルは5月革命の際、
ソ連の組織から赤軍同盟に送る資金を使い込んで
窮地に追い込まれたため、カジノで一攫千金を狙っ
ていた。ボンドのミッションは、ギャンブルの腕
を生かして彼に勝って資金源を断つことと、彼を
生け捕りにして情報を吐かせること。ボンドはジャ
マイカの大金持ちになりすまし、フランス大西洋
岸ロワイヤル・レゾーにあるホテル内の「カジノ・ロ
ワイヤル」に乗り込む。折しも、ホテルではロマノ
フ家の遺族たちが集まり、次代の家長後継者を巡っ
て争っていた。末裔の1人、ソルボンヌ大学の院生
であるデルフィーヌは、赤軍同盟に逃れた過激派
学生ミシェルの恋人であった。ギャンブルでボン
ドに負けたル・シッフルは、デルフィーヌが相続し
た財産を狙い、ボンドはデルフィーヌと関わりを
持ち始める。
　華麗なるカジノを舞台に、密かにめぐらされる
陰謀と策略。CIAやフランスの情報局員、ソ連側
の工作員も加わり、ボンドの行く手には次々と危
機が襲いかかる…
　クールでソリッドな真風涼帆が、ジェームズ・ボ
ンドに扮し活躍する、宝塚歌劇ならではのゴージャ
スでロマンチックなミュージカル大作に、どうぞ
ご期待ください。 　

■最少催行人員：10名様　■食事：朝食2回、昼食0回、夕食1回、アフタヌー
ンティー 1回　■添乗員：新神戸駅ご出発時から新大阪駅ご到着時まで同行しま
す。　■ホテル：神戸／オリエンタルホテル神戸 （洋室　オリエンタルシティビ
ュールーム） 　■利用予定バス会社：神姫観光バス

1

新神戸駅14:30発Kオリエンタルホテル神戸15:00着
午後、新神戸駅に集合。その後、三宮へ。
旧居留地の中心にある「オリエンタルホテル神戸」に2連泊
です。夕食は神戸北野ホテル内のフレンチ・レストラン「アッ
シュ」にて。 � （神戸： オリエンタルホテル泊）ssy

2

オリエンタルホテル神戸K北野ホテル「世界一の朝食」 　
朝、「世界一の朝食」と称されるヨーロピアンスタイルの
ホテルブレックファーストをゆっくりとお召し上がりください。
終日、自由行動。異人館街の散策や南京町などを思い思
いにお楽しみください。
午後はホテルダイニング「イグレック」にて予約限定のプレ
ミアムアフタヌーンティーをお楽しみください。
� （神戸： オリエンタルホテル泊）ass

3

神戸09:30発B宝塚（●すみれミュージアムを見学）B 
宝塚大劇場（宝塚大劇場にて、宝塚宙組公演「カジノ・ロ
ワイヤル ～我が名はボンド～」を鑑賞します。宝塚大劇場
内の●宝塚歌劇の殿堂を見学。）B新大阪17：00頃解散
　� ass

（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥30,000にて承ります）

宝塚歌劇宙組公演
『カジノ・ロワイヤル ～我が名はボンド～』をS席で鑑賞

集合・日数・出発日 旅行代金
【新神戸駅集合・3日間】　
4月5日（水） ¥158,000

原作／イアン・フレミング「007／カジノ・ロワイヤル」
（創元推理文庫）、脚本・演出／小池�修一郎�

【カジノ・ロワイヤル ～我が名はボンド～】

神戸北野ホテルでは世界一の朝食やディナー、
アフタヌーンティをご用意　
日本でわずか11軒のみ。世界的スモール・ラグジュアリーコレクションの代名詞

「ルレ・エ・シャトー」に加盟する北野ホテルで
の食を存分にお楽しみください。ホテルの代
名詞である「世界一の朝食」をはじめ、予約限
定のダイニング「イグレック」でのプレミアム
アフタヌーンティーやレストラン「アッシュ」
でのフレンチディナーと、存分に食をお楽し
みいただける内容としました。

「世界一の朝食」
神戸北野ホテルでお楽しみいただける朝食は、総支配人・総料理長 山口浩氏が、
その師 ベルナール・ロワゾー氏から公式に贈られたヨーロピアンスタイルです。

「21世紀のフランス料理界の扉を開けた」と
いわれるフレンチの重鎮として名高い師ベ
ルナール・ロワゾーロワゾー氏は、山口浩氏
が神戸北野ホテルをオープンするにあたり、
この世界一の朝食を公式に贈ってくれまし
た。そこから、ここ神戸で独自の進化を遂
げ、ここでしか味わえない唯一無二の朝食
になったのです。神戸北野ホテルはベルナー
ル・ロワゾー氏の「世界一の朝食」の提供を公
式に許された唯一のホテルです。

「世界一の朝食」わざわざ食べにくる方が絶えませ
ん（イメージ）

世界レベルの食事をゆっくりとお楽しみくださ
い。（イメージ）

宙組『カジノ・ロワイヤル ～我が名はボンド～』
©宝塚歌劇団 Photographer/LESLIE KEE(SIGNO)

1870 年からの歴史を受け継ぐホテルに宿泊
宿泊は神戸開港とともに外国人のための住居や
仕事場として造成された居留地の中心に建つオ
リエンタルホテル神戸です。1870年（明治3年）
外国人専用ホテルとしてオープン。戦後は政
財界の社交場として世界中から多くのVIPを迎
えてきました。阪神淡路大震災による閉館後、
2010年に再オープン。周囲の旧居留地の異国
情緒にマッチした上質な滞在をお楽しみいただ
けるホテルです。立地も抜群で、居留地のシン
ボル15番館をはじめ、大正から昭和期にかけて
のレトロなビルが立ち並ぶ、異国情緒あふれる
街並みの散策はもちろん、神戸ハーバーランド
や元町、南京町なども徒歩圏内です。

オリエンタルホテル神戸

旧居留地の中心に建つオリエンタルホテル神戸


