
羽田空港発着
２名１室利用お一人様

犬島精錬所美術館には三島由紀夫氏の書斎を移築。日
本三大山城のひとつ備中松山城は 8 合目より約 20 分坂
を歩きます。赤銅色の石州瓦とベンガラ色で統一され
た町並みの吹屋、そして吉備津神社は全国で唯一、比
翼入母屋根の本殿 ( 国宝 ) で桃太郎を祀っています。

８月３日 ( 水 ) 発　　　　　　　    168,000 円

日本列島のまだ見ぬ島々をめぐる

国内最大規模の弥生時代の環壕集落・吉野ケ里遺跡、
日本三大稲荷･祐徳稲荷、世界遺産の外海地区・出津集
落のド･ロ神父記念館を巡ります。日本最後の石炭の島
｢池島｣を炭鉱トロッコに乗って探検、その容姿から軍
艦島と言われる｢端島｣に上陸いたします。

可愛らしいキツネの化粧とユーモラスなしぐさで人気の
姫島｢キツネ踊り｣を見学。頭上に灯籠をのせて千人の女
性が優雅に舞い踊る千人灯籠踊りは幻想的な世界が広が
ります。日本三名城のひとつ熊本城はおよそ５年振りに
天守閣が公開されています。

日本の

風景

そとめ しづ

世界遺産外海の出津と軍艦島 池島炭鉱探検

ひめしま

姫島｢キツネ踊り｣と山鹿千人灯籠踊り
８月１５日 ( 月 ) 発　　　　　　　  188,000 円

羽田空港発着
２名１室利用お一人様

瀬戸内国際芸術祭の犬島 天空の城･備中松山城 吹屋
８月２４日 ( 水 ) 発　　　　　　　　138,000 円

東京駅発着
２名１室利用お一人様

テープが舞い巨大な船体が徐々にスピードを加速し
船台を滑り行く圧巻の進水式は最高の思い出となる
ことでしょう。四国随一の巨大なホテル、進水式の
船会社が経営する弊社基準 A ランクホテル「今治国
際ホテル」に２連泊。瀬戸内しまなみ海道の島々を
巡ります。

一度は見てみたい進水式と瀬戸内海４島巡り
８月１８日 ( 木 ) 発　　　　　　　  143,000 円

羽田空港発着
２名１室利用お一人様

日本にある 418 の有人離島には個性豊かな島々があります。その魅力をご紹介す
るゆたか倶楽部の島旅シリーズ。今回は８月の島旅を４コース設定いたしました。
そのうち 8 月 15 日発は夏祭りも楽しめるコース、8 月 18 日発は大迫力の進水式
を見学するコースなどバラエティに富んだ内容です。

端島 （軍艦島）端島 （軍艦島）

姫島 「キツネ踊り」姫島 「キツネ踊り」

進水式進水式

吹屋吹屋



■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

09:00 頃
10:45 頃
11:45 頃
12:30 頃
13:45 発

15:30 着
17:00 頃

09:00 頃

15:00 頃

09:00 頃

16:30 頃
17:15 頃
18:15 頃
 20:00 頃

A コース 新幹線にて岡山駅へ
Bコース 新幹線にて岡山駅へ
Cコース 新幹線にて岡山駅へ
到着　宝伝港へ　
定期船にて犬島へ
到着　犬島精錬所美術館見学
宝伝港へ
着後  裸祭りで有名な西大寺観音院
ホテル着  
     【♨鷲羽グランドホテル備前屋甲子泊】
出発
岡山藩主池田光政が創設した旧閑谷
学校見学
大原美術館や倉敷美観地区を散策　
ホテル着         
　　　      【倉敷アイビースクエア泊】
標高 430mにあり天守が現存する日
本唯一の山城・備中松山城 ( 注 2)
吹屋ふるさと村見学　銅山を開発し
産出する硫化鉄鉱からベンガラとい
う紅色の顔料を生産しました。今も
紅色の町並み、石州瓦の屋根を楽し
めます　
桃太郎伝説の残る吉備津神社　
岡山駅へ
新幹線で新大阪、名古屋、東京へ
Cコース 新大阪駅到着　解散
Ｂコース 名古屋駅到着　解散
Ａコース 東京駅到着　解散

東京駅
名古屋駅
新大阪駅
岡山駅
宝伝港
犬島

    宝伝港　
鷲羽山

鷲羽山

倉敷

倉敷

高梁

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

8/3
( 水 )

8/4
( 木 )

8/5
( 金 )
 

09:00 頃
10:00 頃
11:00 頃

16:30 頃

08:45 頃
10:00 発
10:30 着

13:17 発
13:43 着

15:45 頃
09:00 頃

16:55 頃
17:40 頃
18:45 頃
18:50 頃

Aコース 航空機にて佐賀または福岡へ
Bコース 航空機にて佐賀または福岡へ
到着   ２コース合流
日本最大の弥生時代の吉野ケ里遺跡
見学　日本三大稲荷神社のひとつ祐
徳稲荷神社参拝  地上 18 メートルの
山の中腹にある本殿に圧倒されます
その後嬉野温泉へ
  　  　　　　【♨嬉野温泉 大正屋泊】
神ノ浦港へ
フェリーにて池島へ
池島着　トロッコに乗って池島炭鉱
ツアー  九州最後の炭鉱跡を見学
昼食は炭鉱弁当です
フェリーにて神ノ浦港へ
到着
長崎市外海地区にある世界遺産 出津
集落 　出津教会　ド･ロ神父が私財
を投じて建てた旧出津救助院　　
遠藤文学の原点小説・沈黙の碑　
ホテル着　     【ホテルニュー長崎泊】
軍艦島クルーズ
かつて石炭採掘で栄え、今は廃墟と
化した軍艦島に上陸します。 日本の
ちゃんぽん発祥の 四海楼にて昼食 
龍馬のくつ、亀山社中など長崎市内
観光
Aコース 航空機にて羽田へ
Bコース 航空機にて伊丹へ　
伊丹到着　Bコース解散
羽田到着　Aコース解散

羽田空港
伊丹空港
佐賀または
福岡空港

嬉野温泉

嬉野温泉
神ノ浦港
池島

神ノ浦港
長崎

長崎

長崎空港

伊丹空港
羽田空港

日次       月日                 地名                  時間                                         スケジュール

１

２

３

  8/15
  ( 月 )

  8/16
  ( 火 )

  8/17
  ( 水 )
  

10:15 頃
10:30 頃
11:20 頃
11:55 頃
13:35 頃
13:55 頃

18:00 頃

22:00 頃
23:00 頃

09:00 頃

17:00 頃

09:00 頃

17:25 頃
17:30 頃
18:30 頃
19:00 頃

Aコース 航空機にて大分空港へ
Bコース 航空機にて大分空港へ
Bコース到着
Aコース到着 ２コース合流　港へ
フェリーにて姫島へ
姫島着　姫島観光（拍子水温泉、比売語曽
社など）
ユーモラスでかわいいキツネ踊りやあや踊
りなどの姫島盆踊りを観賞
フェリーにて伊美港へ　
ホテル着  ( 遅い到着）   
　　　　　 　 【ホテルヴィラくにさき泊】
出発　青の洞門、九重夢大吊橋、山鹿観光
（八千代座山鹿灯籠民芸館、さくら湯など）　
早めのホテル着
山鹿千人灯籠踊り
（観覧席にてご覧いただきます）　                                         
                                        【♨ゆとりろ山鹿泊】
熊本へ
リニューアルされた熊本城見学　国の名勝･
史跡に指定される水前寺公園、「名水百選」
に選ばれる白川水源などにご案内
熊本空港へ
Aコース 航空機にて羽田へ、
Bコース  航空機にて伊丹へ
Bコース到着　解散
Aコース到着　解散

羽田空港
伊丹空港
大分空港

伊美港
姫島港

伊美港
国東半島
国東半島
山鹿

山鹿
熊本

熊本空港

伊丹空港
羽田空港

日次       月日                 地名                  時間                                         スケジュール

１

２

３

  8/24
  ( 水 )

  8/25
  ( 木 )

  8/26
  ( 金 )
  

09:50 頃
10:30 頃

13:30 頃

16:00 頃
09:00 頃

午後

10:00 発

14:30 頃
14:30 頃
15:30 頃
16:05 頃

羽田空港
伊丹空港
松山空港
波止浜港
小島

今治

今治
伯方島
大島

能島
今治
今治
松山

松山空港

伊丹空港
羽田空港

■旅行代金 (２名１室利用お一人様）　    　　　お一人様利用は 10,000 円追加

１３８,０００円

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

１２５,０００円 １１６,０００円

■旅行代金 (２名１室利用お一人様）　    　　　お一人様利用は 20,000 円追加

１６８,０００円

A: 羽田空港発着      

１５８,０００円

■旅行代金 (２名１室利用お一人様）　   　 　     お一人様利用は 10,000 円追加

１４３,０００円

A: 羽田空港発着　　　　　　 　　　B: 伊丹空港発着

１１８,０００円

B: 伊丹空港発着 　       

8/18
( 木 )

8/19
( 金 )

8/20
( 土 )
 

１８８,０００円

A: 羽田空港発着
■旅行代金 (２名１室利用お一人様）　    　 　    お一人様利用は 40,000 円追加

１７８,０００円

B: 伊丹空港発着

Aコース 航空機にて松山空港へ (11:15 頃着 )
B コース 航空機にて松山空港へ (11:30 頃着）
コース合流　港へ
定期船にて小島へ
明治時代中期にロシアからの侵略防衛のた
めに築かれた砲台跡などが残る芸予要塞跡
をガイドの案内で徒歩観光します
定期船にて今治に戻りホテルへ
ホテル到着 　         【♨今治国際ホテル泊】
出発　
しまなみ造船にて進水式を見学 ( 注 1)
かつて「日本最大の海賊」と呼ばれた村上
海賊の歴史文化を紹介した博物館村上海賊
ミュージアム　能島村上氏の居城があった
能島クルージング
ホテル到着　           【♨今治国際ホテル泊】
出発　松山へ
｢日本 100 名城｣のひとつ松山城の見学もし
くは｢美しい日本の歴史風土 100 選｣道後温
泉本館 ( 霊の湯 ) で入浴
昼食後　松山空港へ　                                                                            
A コース 航空機にて羽田へ
Bコース  航空機にて伊丹へ
Bコース到着　解散
Aコース到着　解散

●食事条件：朝食２回、昼食３回（1 日目はお弁当）、夕食２回　　●利用予定ホテル：
【鷲羽山】鷲羽グランドホテル備前屋甲子（和室）【倉敷】倉敷アイビースクエア（洋室）  
●利用予定バス会社：福山観光バスまたは同等　●往復の新幹線は普通席です●食事条件：朝食２回、昼食３回、夕食２回      ●利用予定ホテル：【嬉野温泉】　大正

屋 （和室）、【長崎】ホテルニュー長崎（洋室）●利用予定バス会社：長崎遊覧バスほか
同等 　●利用予定航空会社：日本航空、全日空（普通席）　●２日目の池島へのフェリー
船、３日目の軍艦島クルーズは気象、海象によっては中止になる場合がございます。

▲出津教会堂
生涯を外海に捧げたド・ロ神父が私
財を投じて建てた質実剛健な教会。

▲池島炭鉱ツアー
2001 年に閉山した九州最後の炭鉱「池島」
でトロッコに乗車し炭鉱体験にご案内。

●食事条件：朝食２回、昼食 3 回、夕食２回　●利用予定ホテル：【国東半島】ホテルヴィ
ラくにさき（洋室）【山鹿】ゆとりろ山鹿（和室）  ●利用予定バス会社：別府温泉バスま
たは同等　●利用予定航空会社：全日空、日本航空（普通席）  ●祭りは天候や感染症拡
大状況により中止または一部変更になる場合がございます。

●食事条件：朝食２回、昼食３回、夕食２回　　●利用予定ホテル：【今治】今治国際
ホテル（洋室）　●利用予定航空会社：全日空、日本航空（普通席）ほか　●利用予定
バス会社：いずみ観光バスほか同等　●進水式は船会社都合により開催日時が変更にな
る場合がございます。もし見学が不可能になった場合は代替観光として大三島「大山祇
神社｣にご案内いたします。　 

▲小島
日露戦争前、旧日本軍がロシアの侵
攻に備えここに要塞を築きました。

▲能島クルージング
日本最大の海賊と言われる村上海賊の本
拠地が能島でした。

８月１５日 （月） ～ ８月１７日 （水）　３日間 ８月２４日 （水） ～ ８月２６日 （金）　３日間

世界遺産外海の出津と軍艦島 池島炭鉱探検
そとめ しづ

瀬戸内国際芸術祭の犬島 天空の城･備中松山城 吹屋姫島｢キツネ踊り｣と山鹿千人灯籠踊り
ひめしま

一度は見てみたい進水式と瀬戸内海４島巡り
８月１８日 （木） ～ ８月２０日 （土）　３日間８月３日 （水） ～ ８月５日 （金）　３日間

佐賀県

長崎県

佐賀空港または福岡空港

吉野ケ里遺跡

嬉野温泉

長崎空港

軍艦島クルーズ

池島

出津集落

行程略図

大分空港

姫島

国東半島青の洞門

九重夢大吊橋

山鹿

熊本城 熊本空港

大分県

熊本県

行程略図

岡山駅

岡山県

吹屋 備中松山城

旧閑谷学校

犬島

鷲羽山

倉敷

行程略図

足立美術館菅谷たたら山内
田部家土蔵群

今治

伯方島（進水式）
能島クルージング
大島

瀬戸内海
波止浜港

松山空港

松山 愛媛県

小島

行程略図

▲犬島
かつて精錬所や採石所があり、アートプロジェ
クトとして精錬所美術館ができています。

▲備中松山城
標高 430m の臥牛山小松山山頂にそびえ、
日本三大山城にも数えられます。

▲山鹿千人灯籠踊り
頭に金灯籠を掲げた浴衣姿の女性たち
が優雅に舞い踊ります。

▲九重夢大吊橋
川床からの高さ 173m で日本一の規模
を誇る日本一の人道専用吊橋です。



■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
●旅行日程明示の宿泊代、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。
■最少催行人員　8名様 (添乗員は A コースに同行）
8 名様以下でも催行する場合があります。その場合はガイ
ドは同行しません。
■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。
■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 5 月 10 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％

8 月 3 日発　世界遺産 外海の出津と軍艦島   池島炭鉱 探検　
【嬉野温泉 大正屋 ( 和室 )】

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)。

メールマガジンお送りします！

こちらより
ご登録ください→

阿部  賢一 細谷　治

ホームページはこちら→

公式 SNS FOLLOW US !               

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

( 注 2)【備中松山城】(8 月 24 日発コース）

※写真はすべてイメージです
※写真提供：岡山県観光連盟、長崎県観光連盟

備中松山城へは車で 8 合目まで登ります
が、そこからお城までは片道 20 分程急
坂をボランティアガイドの案内のもと徒
歩で登ります。足に自信のない方は城下
町、郷土資料館などにご案内いたします。

( 注 1)【進水式】（8月 18 日発コース）

8 月 24 日発　瀬戸内国際芸術祭の犬島  天空の城･備中松山城  吹屋　

【ホテルニュー長崎 ( 洋室 )】

日本最大の造船量を誇る今治造船の関連会社
「しまなみ造船｣では伝統的な｢船台｣からの進
水式が現在でも行われています。船会社の都
合により開催日時が変更になる場合がござい
ます。その場合は大山祇神社にご案内します。

8 月 15 日発　姫島｢キツネ踊り」と山鹿千人灯籠踊り
【ホテルヴィラくにさき ( 洋室 )】 【ゆとりろ山鹿 ( 和室 )】

【鷲羽グランドホテル ( 和室 )】 【倉敷アイビースクエア ( 洋室）】

8月 18 日発　一度は見てみたい進水式と瀬戸内海 4島巡り
【今治国際ホテル ( 洋室 )】


