
互助会幹事様　親睦会幹事様

　　日頃は府庁生協旅行部をご利用いただきありがとうございます。

　　旅行部では、職場のレクレーション事業計画について別紙のとおり色々なご提案をさせて

　　いただいています。 ぜひ旅行部にご相談・ご利用ください

　　

　　日帰りレクレーションのご提案 　 具体的計画例

　　　◇演劇・ミュージカル・寄席 １．大阪 なんばグランド花月でお笑い鑑賞コース

　　　◇散策 ２．宝塚 宝塚鑑賞と手塚治虫記念館見学コース

　　　◇農業公園 ３．三田 丹波立杭焼陶芸体験とビール工場コース

　　　◇体験・見学施設 ４．丹後 天橋立・伊根観光満喫コース

　　　◇各種おすすめ施設 ５．京都 保津川下りとトロッコ列車コース
６．近江八幡 水郷めぐりと水茎焼体験コース
７．伊賀神戸 手作り教室と伊賀神戸散策コース

８．徳島 鳴門うずしお観光と大塚美術館コース

９．越前 冬の味覚満喫と酒蔵見学コース

10．愛知 モノつくりの愛知で工場見学コース

　　旅行部のご案内
　　 宴　　　会……歓送迎会・忘新年会で実績があります。

2018年度歓送迎会80件約2800名様のご利用をいただきました。
　　※テーブルマナー教室もご提案できます。

　　 親睦旅行……昨年度は59件親睦旅行をご利用いただきました。
毎年親睦旅行モデルコースを作成し幹事の皆様へお配りしております。
親睦旅行/団体旅行は少人数のグループでもお手配いたします。
　　※日帰りモデルプランもご用意しております。

　　 各種チケット・その他……なんばグランド花月／祇園花月／宝塚大劇場の座席予約やUSJチケット
他にも、国内航空券や海外航空券など各種手配を承ります。

　　旅行部ページの上部にご旅行相談フォームを開設しています。

　　生協ホームページより『旅行』の頁へ入り、ご覧ください。

　　府庁生協のホームページは「府庁生協」で検索してください。
（http//fucho.u-coop.net） このボタンから　　申込みも可能　

　【ご連絡・お問合せ】

 　京都府庁生活協同組合旅行部
　　　　電話：（０７５）４４１-９６１５　　庁内内線６１１６ ＦＡＸ：(０７５）４３２-５０４０
　　　　Ｅ-mail : fｕｃｈｏ-ｃｏｏｐｓｖ＠mb5.ｓeikｙｏｕ.ｎｅjｐ 営業時間:10:00～18:00（土日祝休）

「2018年度レクレーション事業計画」
のご提案について



「2018年度日帰りレクリエーション事業企画提案書」

支会事業として、日帰りでレクリエーション事業を計画される場合の施設を提案いたします。

なお、各施設の資料請求および各施設を組み合わせたコースの作成・見積りなどにつきましては、お気軽に京

都府庁生活協同組合（旅行部）までお問い合わせください。

また、京都府庁生活協同組合のおすすめプランも添付していますのでご覧願います。

京都府庁生活協同組合　旅行部

TEL O75－441－9615　FAX O75－432－5040

E－メール　fucho－COOpSV＠mb5．seikyou．ne．jp

演劇・ミュージカル・寄席

京都

吉本新喜劇

大阪

吉本新喜劇

劇　団　四　季

天満天神繁盛亭

兵庫

宝　塚　歌　劇

舐園花月で人気の「あさあさ新喜劇」（土日祝・10時開演予定）でひと笑い

各会場（なんばグランド花月・西梅田）でお楽しみいただけます

ソング＆ダンス（08／19まで）リトルマーメイド（10／13～）

上方落語専門の寄席。落語を中心に漫才・俗曲など色物芸を満喫

大劇場は客席数2，527嵐どの席からもステージが見やすいちどり配列の2層構造

散　策

黒壁スクエア（長浜）／八幡堀めぐり（近江八幡）／てんぴんの里五個荘（東近江市）

美山かやぶきの里（日吉町）／

千日前道具屋筋商店街（ミナミ）／新世界・通天閣（阿倍野）／鶴橋商店街（鶴橋）

北野異人館（北野）／　神戸南京町（元町）／　丹波篠山（篠山市）／

農業公園

○フルーツフラワーパーク（神戸市）

○神戸農場公園ワイン城（神戸市）

○ハーベストの丘（堺市）

○布引ハーブ園（神戸市）

○淡路夢舞台「奇跡の星植物園」（淡路島）

○ワールド牧場（河南市）

○比叡山ガーデンミュージアム（京都市）　　　　○アグリパーク竜王（竜王町）

賀

都

阪

庫

滋
京
大
兵



体験・見学施設

★各種体験施設★

絵付け・作陶　など

○信楽焼陶芸体験（信楽）

○立杭焼陶芸体験（三田市）

パンなど食品

○ブルーメの丘（日野町）

○六甲山牧場（兵庫県）

○おたべ本店　八つ橋作り（京都市）

○大阪寿司職人体験センター（心斎橋）

○海洋科学館・塩作り体験（赤穂市）

その他

○チキンラーメン手作り体験（池田市）

○北野工房のまち（神戸市）

○がま口友禅染体験（京都市）

★乗船体験★

○ルミナス神戸2　神戸港クルーズ

○琵琶湖　ミシガン遊覧船

○舞鶴　海軍ゆかりの港めぐり

★工場見学★

○アサヒビール・キリンビール工場見学（各地）

○サントリー山崎蒸留所（山崎）

○明治ファクトリー関西（貝塚市）

各種おすすめ施設

（徳島）大　塚　国　際　美　術　館

（徳島）徳　島　県　立　渦　の　道

（宝塚）手　塚　治　虫　記　念　館

（神戸）人と防災未来センター

（大阪）関西空港わくわく見学

（大津）MIHO MUSEUM

（丹後）丹後王国「食のみやこ」

○水茎焼陶芸体験（近江八幡）

○清水焼陶芸体験（京都市）

○もくもく手づくりファーム（伊賀市）

○ファームパークイングランドの丘（淡路島）

○紀州梅干館（みなべ町）

○寿長生の郷　叶匠寿庵　和菓子作り（大津市）

○お香作り（淡路島）

○黒壁スクエア体験教室（長浜）

○組みひも体験（伊賀神戸）

○落語家と行くなにわ探検クルーズ

○鳴門うずしおクルーズ

○伊根湾クルーズ

○灘の酒蔵見学（神戸）

○ほろ酔い城下町　鳳鳴酒造（篠山）

○海鮮せんべい但馬（和田山）

西洋の名画約1000余点を陶板で展示。写真撮影可能です

大鳴門橋遊歩道　ガラス張りの床から渦潮を見学

手塚治虫ワールドへ！

阪神淡路大震災直後を原寸大でリアルに再現

関空の裏側体験・機内食の昼食はいかがでしょう？

年3回開館日限定。30万坪の敷地と世界古美術の展示

西日本最大級の道の駅

その他

ユニバーサルスタジオジャパン　／　水族館（各地）　／　遊園地動物園　など



観光庁貴官登録旅行業第1768号 

㈱JTB西日本 

1・大阪

なんばグランド花月でお笑い鑑賞コース

お笑い鑑賞と世界初のインスタントラーメン

博物館でマイカップ体験を日

【申込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社ITB代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿441＿9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社rrB 
東京都品川区東品川2－3－11 

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　　参加人数8各様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ （★） �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝大阪・池田 

＝＝インスタントラーメン発明記念館（見学） 

09：30～11：00　　※マイカップ体験＠300円現地支払 

＜高速利用＞ 

＝＝なんばグランド花月：吉本新喜劇や漫才など 

12：15開場12：45開園～15：20頃 

昼食：お弁当をご用意します 

大阪市内＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝配車地 

お願い：このご旅程は運輸機関のタイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金：お一人様約10，000円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回

旅行代金l∈含まれるもの：ヨナス義記載内容　旅行代金に含奉れない苛の1：飲料代など



観光庁長官登録旅行縞凛1768号 

㈱JTB西日本 

2・宝塚

宝塚鑑賞と手塚治虫記念館見学コース

タカラジェンヌが繰り広げる夢と感動の世界と

日本が誇る大漫画家　手塚治虫ワールドに

とっぷりはまり込もう！コースです

【申込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社ITB代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿441＿9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社JTB 
東京都品川区東品川2－3－11 

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　　参加人数8名様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ （★） �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝宝塚市内 

＝＝宝塚大劇場：宝塚歌劇　※公演内容をご確認ください 

10：30開場　11：00～14：00頃　　S席8300円 

昼食：お弁当をご用意します 

＜徒歩　約5分＞ 

＝＝手塚治虫記念館（見学） 

14：30～15：30 宝塚市内＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝配車地 

お願い：このご旅程は運輸機関のタイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金：お一人様約13，000円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回

コース表記載内容　旅行代金に含まれないもの：飲料代森ど



観光庁長官登録旅行業第1768号 
㈱JTB西日本 

3・三田

丹波立杭焼陶芸体験とビール工場コース

日本六古窯のひとつ、立杭焼陶芸を体験！

食事には三田名物「ぼたん鍋」（11／中旬～）で

舌鼓を。本場松茸狩りもお手配できます！

【申込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社JTB代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿441－9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社JTB 
東京都品川区東品川2－3－11 

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　参加人数8名様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝三田 

＝＝立杭焼　陶芸体験　（完成品はお送りします） 

10：＿30′）12：00 

昼食：三田牛バーベキュー 

（★） �：ぼたん鍋（11月中旬～） 

12：30（ノ14：00 

＝＝キリンビア／トク神戸（工場見学・試飲） 

14：30～15：30 

又は　めんたいパーク神戸三田 

三田＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝配車地 

お聯い：このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます0 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金・お一人様約12，000円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回

旅行代金に含まれるもめ：コース表記載内容　旅行代金に含まれないもの：飲料代など



観光庁長官登録旅行 　　㈱JTB西日 �濃第1768号 本 

4・丹後

天橋立・伊根観光満喫コース

「海の京都」で盛り上がった丹後地区。

ぎゅっと丹後の面白さがつまったこの地域を

ゆっくり散策してみせんか？

【甲込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社JTB代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿441＿9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社rTB 
東京都品川区東品川2－3－11 

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　　参加人数8名様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○○ （★） �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝宮津天橋立 

＝＝天橋立公園・天橋立ビューランドなど散策 

10：00～11：30 

※文殊堂や廻船橋岬など、見所がたっぷりです 昼食：海を望むレストラン・座敷で新鮮な海産物を 

12：00′）13：00 ＝＝伊根町現地ガイドによる伊根散策 

伊根湾クルーズ 

13：30～15：○○ 伊根＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝配車地 

お願い：このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金：お一人様約10，000　円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1匝I

旅行代翠こ含まれるもの：コアス表記載内寧　旅行代金に革まれないもの：飲料代琴ど



観光庁長 �官董録旅行業第1768号 

㈱JTB西日本 

5・京都

保津川下りとトロッコ列車コース

保津川16kmを2時間かけてくだります。

京都観光の代名詞ですが、意外と地元民は未体

験多し！

【申込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社rrB代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿44ト9615　　　　〒602・8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社rTB 
東京都品川区東品川2－3－11 

この機会に「京都観光」をお楽しみあれ。他にもハつ橋作り体験にも挑戦です

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　　参加人数8名様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝亀岡 

＝＝保津川下り 

10：00～12：00 ＝＝ハつ橋庵とLLゆうやかた（昼食・生八つ橋つくり体験） 

（★） �12：30′〉14：30 ＝＝トロッコ列車乗車（トロッコ嵯峨～トロッコ亀岡） 

15：07（J15：30 亀岡＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝配車地 

お願い：このご旅程は運輸機関のタイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金：お一人様12，000円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回

旅行代金に含まれるもの：コース表記載内容　旅行代金に含まれないもの：飲料代など



観光庁長 �官金録旅行業第1768号 
㈱JT8西日本 

6・近江八幡

水郷めぐりと水茎焼体験コース

水路を手こきの舟でゆったり遊覧。

出来上がった陶芸品は旅のいい思い出です。

美味しかった近江牛をいつまでも忘れずに・

【申込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社汀B代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿44ト9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社JTB 
東京都品川区東品川2－3－11 

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　参加人数8名様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ （★） �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝近江ハ幡 

＝＝水茎焼　陶芸体験　（完成品はお送りします） 

10：00～11：30 

昼食：近江牛をこころゆくまで。 

12：00～13：00 

＝＝近江ハ幡水郷めぐり 

13：30～14：15 

＝＝ラ・コリーナ近江ハ幡（買物） 

14：40～15：30　パームクーヘンで有名なたねやのショップ店 

近江ハ幡＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝配車地 

お願い：このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金：お一人様約14．000円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回

旅行代金に含まれるもの： 飲料代など



観光庁長 �官金鋒旅行業第1768号 

㈱JTB西日本 

7・伊賀神戸

手作り教室と伊賀神戸散策コース

自然たっぷり農業公園「もくもくファーム」で

ウインナーやパンを手作り体験。

【甲込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社ITB代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿441＿9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社TTB 
東京都品川区東品川2－3－11 

忍術関連の展示内容は他に類を見ない充実ぶりです。

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　　参加人数8名様以上

目次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ （★） �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝三重 

＝＝伊賀の里　モクモク手作りファーム（手作り教室） 

10：00′）13：30 

昼食：バーベキュー 

＝＝伊賀神戸公園（伊賀流忍者博物館・伊賀神戸城）自由散策 

14：00′～15：30 

博物館は「伊賀流忍者屋敷・忍術体験館・忍者伝承館」3施設構成 伊賀神戸＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝＝配車地 

お願い：このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金：お一人様約8，000円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回

旅行代金に含まれないもの：飲料代など



観光庁長 �官萱録旅行業第1768号 

㈱JTB西日本 

8・徳島

鳴門う普遍観光と大塚美術館コース

鳴門うず潮は満潮と干潮の時間にみられます。

特に大潮の時の渦は大迫力！

【申込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社汀B代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿441＿9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社rrB 
東京都品川区東品川2－3－11 

大塚美術館は世界初の陶板名画美術館。

世界25ヶ国の作品が原寸大で常設展示されております

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　参加人数8名様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ （★） �配車地＝＝＜明石海峡大橋・高速など利用＞＝＝鳴門へ 

＝＝鳴門の観潮船（船上より渦潮見学） 

11：00～11：50　満潮／干潮の時間によりタイムスケジュール 

が変わります。 

昼食：鳴門の鯛料理 ＝＝大塚国際美術館（見学） 

13：30（ノ15：30 鳴門＝＝＜明石海峡大橋・高速など利用＞＝＝配車地 

お願い：このご旅程は運輸機関のタイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます0 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金：お一人様約10，000円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回



観光庁長 �官登録旅行業第1768号 

㈱JT8西日本 

9・越前

冬の味覚満喫と酒蔵見学コース

冬の味覚といえば、言わずと知れた「カニ」！

解禁まもない11月から3月までの限定プラン。

ソパに日本酒に、冬の味覚を満喫あれ。

【申込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 
株式会社JTB代理業（JTB総合提携店） 
知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿441＿9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋　茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社JTB 
東京都品川区東品川2－3－11 

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　　参加人数8名様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝越前 

＝＝越前にて昼食　「越前カニフルコース」を！ 

11：30～13：00 

＝＝越前そばの里（見学と買物） 

（★） �13：40～　　お時間に余裕がありましたらそば打ち体験もできます 

＝＝久保田酒造（酒蔵見学と試飲） 

15：00′～15：40 　越前＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝配車地 

お原凱＼：このご旅程は運輸機関のタイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

設定期間2018年11月10日（土）～2019年03月31日（臼）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金．お一人様16000円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回

旅行代金に含まれる毛の：コース表記載肉声　旅行代金t∈含まれないもの：飲料代など



観光庁長官 �登録旅行業第1768号 

㈱JTB西日本 

10・愛知

モノつくりの愛知で工場見学コース

愛知といえば「モノつくり」の県。

TOYOTAも有名ですが、ミツカンも見応え

たっぷりです。体験終了後はぽん酢博士かも！？

【申込先】 
観光庁長官登録旅行業第64号 株式会社rTB代理業（JTB総合提携店） 

知事登録旅行業者代理業第8号 
京都府庁生活協同組合　旅行部 
住所：京都市上京区下立売通新町西入 
TEL：075＿441＿9615　　　　〒602－8041 

総合旅行業務取扱管理者：高橋茂樹 

【企画実施】 
観光庁長官登録第64号 
株式会社JTB 
東京都品川区東品川2－3－11 

旅行期間　2018年　〇月　〇日（★）日帰り　　参加人数8名様以上

日次 �月日（曜） �行程 

1 �○／○ �配車地＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝半田 

＝＝MIZKAN　MUSEUM（工場見学・ガイド付き） 

11：00～　90分見学コース／30分見学コース　有り 

昼食：名古屋名物　うなぎ料理 

（★） �13：00′〉 

＝＝半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場）見学・試飲 

14：30～15：30 　半田＝＝＝＝＜高速など利用＞＝＝＝＝配車地 

お願い：このこ旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

設定期間2018年09月01日（土）～2019年03月31日（日）発

例えば2018年12月土曜日発の場合

旅行代金：お一人様約9，500円（40名参加の場合）

食事条件　昼食1回

旅行代金に含まれるもの： 飲料代など


