
浦戸諸島

神島 竹島
家島 坊勢島 小豆島

飛島 粟島

98,000 円～ 131,000 円２名１室利用お一人様

金運のパワースポット金華山の黄金山神社、椿のトンネルの野々島、朴島の
菜の花畑など様々な魅力を持つ浦戸諸島へ。日本三大渓の嵯峨渓にもご案内。

76,000 円～ 102,000 円２名１室利用お一人様

三島由紀夫の｢潮騒」の舞台となった神島へ。人気の伊勢神宮は両宮参りし、
昔から伊勢神宮の鬼門を守る金剛證寺も訪れます。

89,000 円～ 132,000 円２名１室利用お一人様

兵庫県の南西部に位置する家島と坊勢島にご案内します。世界遺産の姫路城や
西の比叡山と言われる圓教寺へ。人気の小豆島は二度目の方も楽しめます。

115,000 円～ 145,000 円２名１室利用お一人様

出羽三山の羽黒山では五重塔へ。山形県唯一の離島･飛島と新潟県の粟島へ。
粟島では名物･わっぱ煮をご賞味ください。名古屋･大阪の方は復路航空機利用。

５月４日 （水･祝） ～ ５月６日 （金）　３日間

家島 坊勢島 小豆島 瀬戸内海３島巡り

北海道から沖縄まで日本列島には有人離島が 418 島あると言われています。そのうち幾つの島を訪れたこ
とがありますか？ 2022 年ゴールデンウイークにゆたか倶楽部がお勧めする日本の島を巡る島旅シリーズ
4コース。個人ではなかなか訪れることのできない島々にご案内いたします。

2022 年ゴールデンウイーク

厳選 島旅4コースGWGW
日本三景･松島と金華山　春の浦戸諸島

４月２８日 （木） ～ ４月３０日 （土）　３日間

５月１日 （日） ～ ５月３日 （火･祝）　３日間

神島と竹島　伊勢神宮両宮参りと豊川稲荷

日本列島のまだ見ぬ島々をめぐる 日本の

風景

浦戸諸島・朴島　菜の花畑　

二見浦　夫婦岩　

坊勢島　弁天島　

５月７日 （土） ～ ５月９日 （月）　３日間

日本海の離島  飛島と粟島

飛島　トビシマカンゾウ

～往復新幹線利用～

定期船利用

チャーター船利用

チャーター船利用

ぼうぜじま

とびしま

定期船利用

※｢5/7 発 飛島と粟島｣の B･C コース復路は航空機利用



■旅行日程 ■旅行日程 ■旅行日程 ■旅行日程
日次       月日                 地名                  時間                                         スケジュール

１

２

３

  4/28
  ( 木 )

  4/29
  ( 金･祝 )

  4/30
  ( 土 )

  

07:00 頃
08:00 頃
09:30 頃
11:30 頃

夕刻

08:30 頃

16:30 頃
08:30 頃

16:10 頃
18:00 頃
19:30 頃
20:40 頃 

C コース 新幹線で東京へ
Bコース 新幹線で東京へ
Aコース集合 A･B･C コース 新幹線で仙台へ
到着　日本三景の松島観光（瑞巌寺、五大堂）
ー　石巻観光（桜の名所･日和山公園、支倉
常長のサン･ファン館）　ホテルへ
　　　　　                  【石巻グランドホテル泊】
ホテル発 － 鮎川　チャーター船にて金華山
へ ー 金華山観光（金華山黄金山神社） ー 鮎
川 ー 日本三大渓の嵯峨渓遊覧 ー 塩釡神社
ー ホテル　   【ホテルグランドパレス塩釡泊】
塩釡港へ ー チャーター船にて浦戸諸島へー
桂島（明治からの歴史がある石浜など） ー 
野々島（ツバキのトンネルなど） ー 寒風沢島
（しばり地蔵など） ー 朴島（菜の花畑）
ー 塩釡港 　仙台駅へ
新幹線で東京へ
到着 A コース解散　B･C コース乗り継ぎ
到着 Bコース解散  
到着 Cコース解散

新大阪駅
名古屋駅
東京駅
仙台駅
石巻

石巻
金華山
塩釡

塩釡
浦戸諸島

仙台駅
東京駅
名古屋駅
新大阪駅

■旅行代金 (２名１室利用お一人様）　  　 　  　お一人様利用の場合も同額

９８,０００円

日次       月日                 地名                  時間                                         スケジュール

１

２

３

  5/1
  ( 日 )

  5/2
  ( 月 )

  5/3
  ( 火･祝 )

  

08:30 頃
09:10 頃
10:00 頃

18:00 頃
08:30 頃

16:00 頃

08:30 頃

14:30 頃
17:00 頃
17:15 頃 

A コース 新幹線で名古屋へ
Cコース 新幹線で名古屋へ
到着 Bコース集合　A･B･C 合流後、出発
伊勢神宮参拝（外宮、内宮）－ 空海ゆかり
の名刹・金剛證寺 ー 二見浦にて夫婦岩 　            
ホテルへ   　 　【鳥羽シーサイドホテル泊】
佐田浜へ ー 定期船にて ー伊勢湾最大の島
答志島観光（九鬼義隆の首塚など） ー 小説
「潮騒」の舞台となった神島観光（日本の
灯台 50 選にも選ばれた神島灯台など） ー 
伊良湖 ー 豊橋
                     【ホテルルートイン豊橋駅前泊】
竹島へ　岸から約 400ｍの竹島橋で結ばれ
ている竹島（日本七弁財天のひとつ八百富
神社） ー 海辺の文学記念館 ー豊川稲荷 ー
豊橋駅へ
Bコース解散　A･C コースは新幹線乗車
到着 C コース解散　
到着 Aコース解散

東京駅
新大阪駅
名古屋駅

鳥羽

鳥羽
答志島
神島

豊橋

豊橋
竹島

豊橋駅
新大阪駅
東京駅

日次       月日                 地名                  時間                                         スケジュール

１

２

３

  5/4
  ( 祝･水 )

  5/5
  ( 祝･木 )

  5/6
  ( 金 )
  

09:00 頃
10:30 頃
12:00 頃
12:45 頃

17:15 頃
08:30 頃

16:00 頃

09:00 頃

16:45 頃
17:30 頃
18:30 頃
20:00 頃 

A コース 新幹線で姫路へ
Bコース 新幹線で姫路へ　
Cコース 新幹線で姫路へ  
到着　映画｢ラストサムライ｣の舞台となった書写山
圓教寺 ー 国宝･姫路城 ー ホテル
                                     【ホテルクラウンヒルズ姫路泊】
姫路港へ ー チャーター船にて ー 神武天皇が大和に
向かう途中立ち寄った逸話のある家島観光（家島神
社など） ー 弁財天が祀られている坊勢島観光（弁天
島） ー 小豆島観光（二十四の瞳映画村、マルキン醤
油、大坂城残石記念公園） ー ホテル
                                            【小豆島 天空ホテル 海盧泊】
小豆島観光（尾崎放哉記念館、農村歌舞伎、エンジェ
ルロード）ー 定期船で岡山へ ー 新岡山港 ー 岡山駅
新幹線で新大阪、名古屋、東京へ
到着 C コース解散
到着 Bコース解散　
到着 Aコース解散

東京駅
名古屋駅
新大阪駅
姫路駅
姫路

姫路
家島
坊勢島
小豆島

小豆島

岡山駅
新大阪駅
名古屋駅
東京駅

日次       月日                 地名                  時間                                         スケジュール

１

２

３

  5/7
  ( 土 )

  5/8
  ( 日 )

  5/9
  ( 月 )
  

06:45 頃
07:45 頃
09:30 頃
12:35 頃
17:00 頃
09:00 頃

17:00 頃
19:00 頃
09:00 頃

17:30 頃
17:30 頃
19:00 頃

Cコース 新幹線で東京へ
Bコース 新幹線で東京へ
Aコース集合 A･B･C コース 新幹線で新庄へ
到着 ー 羽黒山（出羽神社、五重塔） ー 酒田
                                                  【ホテルイン酒田泊】
酒田港へ　定期船で飛島へ（約 1時間 15 分 )
飛島観光 トビシマカンゾウが咲き始める島
海岸遊歩道から賽の河原、ローソク岩など
定期船にて酒田へ
到着　瀬波温泉へ
ホテル着      　【瀬波温泉 大観荘せなみの湯泊】
岩波港へ  定期船にて粟島へ（約 60 分）
粟島観光　島内半周観光と粟島｢わっぱ煮」の
ご昼食 
定期船にて岩波港へ   新潟駅と新潟空港へ
Aコース 新幹線で東京駅へ　19:50 頃着 解散
Bコース 空路 小牧空港へ　    18:30 頃着 解散　
Cコース 空路 伊丹空港へ        20:20 頃着 解散

新大阪駅
名古屋駅
東京駅
新庄駅
酒田
酒田
飛島

酒田
瀬波温泉
岩波港
粟島

岩波港
新潟駅
新潟空港
新潟空港

さぶさわじま

ほおじま

A: 東京駅発着　　　　  B: 名古屋駅発着                 C: 新大阪駅発着

１２２,０００円 １３１,０００円

■旅行代金 (２名１室利用お一人様）　    　 　お一人様利用は 6,000 円追加

１０２,０００円

A: 東京駅発着　　　 B: 名古屋駅発豊橋駅着          C: 新大阪駅発着

７６,０００円 ９６,０００円

■旅行代金 (２名１室利用お一人様）　    　 　お一人様利用は 5,000 円追加

１３２,０００円

A: 東京駅発着　　　　  B: 名古屋駅発着                 C: 新大阪駅発着

１１５,０００円 ８９,０００円

■旅行代金 (２名１室利用お一人様）　    　 　お一人様利用は 7,000 円追加

１１５,０００円

A: 東京駅発着　

１３８,０００円 １４５,０００円

B: 名古屋駅発小牧空港着      C: 新大阪駅発伊丹空港着

●食事条件：朝食２回、昼食３回、夕食２回　●最少催行人員：15 名様 (15 名様以下
でも催行する場合がございます）（添乗員同行　添乗員は A コースに同行）　●利用予定
ホテル：【石巻】石巻グランドホテル ( 洋室）　【塩釜】ホテルグランドパレス塩釜（洋室）  
●利用予定バス会社：ドリーム観光ほか　
●往復の新幹線は普通席です。 ●花の開花時期はその年の気象状況により異なります。

日本三景･松島と金華山　春の浦戸諸島
４月２８日 （木） ～ ４月３０日 （土）　３日間

旅のポイント

１．歴史と自然が息づく浦戸諸島へ。朴島の菜の花など見所がいっ
ぱいです。 日本三景のひとつ松島にもご案内いたします。

２．金運のパワースポット金華山、 日本三大渓のひとつ嵯峨渓。
お一人様利用追加代金なしでご参加いただけます。

旅のポイント

１．三島由紀夫の小説 「潮騒」 の舞台となった 「神島」、 蒲郡で
は陸地と約 400m の橋でつながる 「竹島」 へ。

２．日本人の心のふるさと伊勢神宮、 夫婦岩のある二見浦、 日本
三大稲荷の豊川稲荷を参拝します。

旅のポイント

１．国生み神話と神武東征神話が語り継がれる家島諸島の家島、
坊勢島を訪れます。

２．映画｢ラストサムライ」 のロケ地である書写山･圓教寺、 世界遺
産、 国宝の姫路城にもご案内いたします。

旅のポイント

１．山形県と新潟県の離島･飛島と粟島へ、 定期船を利用して観
光します。 名物料理や大自然など島の見所にご案内します。

２．出羽三山のひとつ羽黒山も訪れます。 新潟の名湯･瀬波温泉
にご宿泊です。

▲金華山　金華山黄金山神社 ( こがねやまじんじゃ )
金運のパワースポットとして有名な黄金山神社は「3年
続けてお参りすると一生お金に困らない」と伝わります。

▲寒風沢島 しばり地蔵
遊女の想いが込められた
と言われています。

●食事条件：朝食２回、昼食３回、夕食２回    ●最少催行人員 15 名様（15 名様以下で
も催行する場合がございます）（添乗員同行  添乗員は A コースに同行）  ●利用予定ホ
テル：【鳥羽】鳥羽シーサイドホテル ( 和室）　【豊橋】ホテルルートイン豊橋駅前（洋室）  
●利用予定バス会社：愛岐観光ほか　 ●5/2 ホテルから佐田浜まではホテルのバスまた
はタクシーを利用します。　●往復の新幹線は普通席です。

▲神島 三島由紀夫文学碑
神島港に「潮騒」の文学
碑があります。

▲竹島　八百富神社 ( やおとみじんじゃ）
蒲郡から 387mの橋で繋がる竹島。徳川家康も参拝
した八百富神社は日本七弁天のひとつです。

●食事条件：朝食２回、昼食３回、夕食２回　●最少催行人員 15 名様（15 名様以下
でも催行する場合がございます）（添乗員同行  添乗員は A コースに同行）●利用予定ホ
テル：【姫路】ホテルクラウンヒルズ姫路（洋室）　【小豆島】天空ホテル海盧（洋室）  
●利用予定バス会社：エスエス観光、小豆島交通　●5/5 ホテルから姫路港まで、5/6
新岡山港から岡山駅まではタクシーを利用します。　●往復の新幹線は普通席です。  

▲書写山 圓教寺 (しょしゃざん えんきょうじ )
西の比叡山とも呼ばれ、西国三十三観音霊場
第二十七番札所でもあります。

▲姫路城
日本で初の世界文化遺産になった
国宝の城です。

●食事条件：朝食２回、昼食３回、夕食２回　●最少催行人員 15 名様（15 名様以下で
も催行する場合がございます）（添乗員同行  添乗員は A コースに同行）　●利用予定ホ
テル：【酒田】ホテルイン酒田（洋室）　【瀬波温泉】大観荘せなみの湯（和室）  ●利用
予定バス会社：松山観光バス　●5/8 ホテルから酒田港まではタクシー、5/9 ホテルか
ら岩波港まではホテル送迎バスを利用します。　●往復の新幹線は普通席です。  ●利用
予定航空会社：日本航空、全日空ほか　●花の開花時期はその年の気象状況により異な
ります。 

▲わっぱ煮
焼いた石を落し、煮立ったところで味
噌を溶き入れる豪快な名物料理です。

▲粟島　仏崎展望台
新潟景勝 100 選にも選ばれた粟島随一と
言われる西海岸の海触による奇岸です。

神島と竹島　伊勢神宮両宮参りと豊川稲荷

５月１日 （日） ～ ５月３日 （火･祝）　３日間

家島 坊勢島 小豆島 瀬戸内海３島巡り
５月４日 （水･祝） ～ ５月６日 （金）　３日間

日本海の離島  飛島と粟島
５月７日 （土） ～ ５月９日 （月）　３日間

チャーター船利用 定期船利用 チャーター船利用 定期船利用

新潟県
新潟駅

瀬波温泉
粟島

岩船港

新庄駅
飛島

羽黒山

酒田
山形県

兵庫県

岡山駅

新岡山港
坊勢島

小豆島

姫路駅 
家島

姫路城 
金華山

松島

仙台駅
塩釡

桂島

石巻

寒風沢島
野々島

朴島

宮城県

鮎川
愛知県

行程略図 行程略図

行程略図

豊橋駅

豊川稲荷

名古屋駅

伊勢神宮 鳥羽

伊良湖
神島

竹島

答志島 行程略図

愛知県

三重県

岡山県



■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代
田区鍛冶町 2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：ゆたか
倶楽部/観光庁長官登録旅行業第1294号、以下当社という）
が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することに
なります。契約の内容・条件は、募集パンフレット、別途
お渡しする確定書面（ご予約確認書）および当社旅行業約
款によります。
■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支
払い下さい。申込金は 30,000 円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅
行の予約申込を受け付けることがあります。この場合、電
話などによる予約申込から起算して 10 日以内に申込書と
申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と
申込金を提出されない場合、申込みはなかったものとして
取り扱います。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、21 日前
までにお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船舶代、宿泊代、観光代、食事代、
添乗員費など。
■旅行代金に含まれないもの
●通信費、飲料代、宅配代など個人的諸費用など。
■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更
補償金をお支払いいたします。ただし､次の場合は変更補
償金をお支払いいたしません。天災地変､戦乱､暴動､官公
署の命令､運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中
止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供､旅行参
加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。なお

変更補償金は旅行者 1 名に対し、1 募集型企画につき旅行
代金の 15％を限度とします。また変更補償金が千円未満
である時は、変更補償金はお支払いいたしません。
■旅行開始前の当社による旅行契約の解除及び払い戻し
●お客様の人数が最少催行人員に達しなかったときは、旅
行開始日の 14 日前までに旅行の実施を取り止める旨をご
連絡し、すでにお支払いいただいている旅行代金全額を払
い戻して旅行契約を解除します。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、
および旅行代金が所定の期日までに入金がなく、当社が参
加をお断りした場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料
（または違約料）を申し受けます。

　　　　　　

　

■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故
意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を
賠償する責を任じます。なお、お手荷物の場合にはお 1 人
最高 15 万円を限度とします。また、お客様が以下の事由
により損害を受けられた場合は、賠償の責を負いません。
（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅

行日程の変更もしくは、旅行の中止。（b）運送・宿泊機関
の事故もしくは火災又は、これらのために生じる旅行日程
の変更もしくは旅行の中止。（c）官公署の命令又は伝染病
による隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。（f）盗難。
（g）運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行
日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の 14 日前までに
交付いたします。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約
款の特別補償規定で定めるところにより、お客様の旅行参
加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損
害補償について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金
をお支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い運
転または危険な運動中の事故によるものであるときは、上
記の補償金・見舞金はお支払いいたしません。
■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社
旅行業約款によります。約款をご希望の方はご請求くださ
い。※車椅子でご参加希望の方はお問い合わせください。
■最少催行人員
●4コースとも 15 名様
■スケジュールは天候や海象などにより変更になる場合が
ございます。
■この旅行条件の基準日は 2022 年 1 月 5 日です。
■個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、お申込みいただいた
旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対
し、お客様の氏名、年齢、住所、電話番号、婚姻の有無、
旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報を予め郵
便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。

旅行条件 ( 要約 )　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

取消日 (旅行開始日の前日から遡り）

21 日前まで

20 日前～ 8日前まで

7日前～ 2日前まで

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

旅行開始後または無連絡不参加

取消料

無料

旅行代金の 20％

旅行代金の 30％

旅行代金の 40％

旅行代金の 50％

旅行代金の 100％

5 月 7 日発　日本海の離島  飛島と粟島
　 【ホテルイン酒田 ( 洋室 )】 【瀬波温泉　大観荘せなみの湯 ( 和室 )】

5 月 4 日発　家島 坊勢島 小豆島  瀬戸内海３島巡り
【ホテルクラウンヒルズ姫路 ( 洋室 )】 【小豆島天空ホテル 海盧 ( 洋室 )】

5 月 1日発　神島と竹島  伊勢神宮両宮参りと豊川稲荷
【鳥羽シーサイドホテル ( 和室 )】 【ホテルルートイン豊橋駅前 ( 洋室 )】

4 月 28 日発　日本三景･松島と金華山  春の浦戸諸島
【石巻グランドホテル ( 洋室 )】 【ホテルグランドパレス塩釡 ( 洋室）】

各コースの宿泊施設のご案内

【感染諸対策について】
■バス車内は可能な限り、余裕をもった人と人の距離を考慮したお座席へご案内
いたします。
■バス内の清掃・毎日の接触箇所の消毒実施とバス乗降口等への消毒液の設置。
■添乗員およびスタッフのマスクまたはフェイスガードの着用。お客様にもマス
クの着用、手洗いの励行などをお願いいたします。
■感染拡大の留意点がまとめられた『新しい旅のエチケット』のご説明、配布を
いたします

最新のクルーズ情報を 2週間に１回程度お送りし
ます！登録は当社ＨＰから簡単に登録できます
( 携帯メールアドレスでもOK)。

メールマガジン始めました！

こちらより
ご登録ください→

阿部  賢一 横山  奈月

ホームページはこちら→

公式 SNS FOLLOW US !               

TEL.(03)5294-6261 TEL.(045)227-8211

【連続参加特典について】
ここに掲載の 4 コースのうち、2 コース連続乗船される場合、ツアーの間の東
京駅、名古屋駅、新大阪駅付近の宿泊ホテルを 1 泊無料で手配いたします。詳
しくはお問い合わせください。
■前のツアーの解散場所、後のツアーの集合場所が同じ場合のみ
■連続参加の間の 1泊のみ無料となります

【4/28 発  嵯峨渓流】

※写真はすべてイメージです

岩手･猊鼻渓、大分･耶馬渓と並ぶ日本三大
渓のひとつです。嵯峨渓、奥松島、室戸嶋
の東南端に突き出た半島周辺には太平洋の
荒波と風雨に削られてできた断崖や奇岩が
広がり、松島湾の女性的な景観とは対照的
に男性的な荒々しいパノラマが広がります


