
旅行代金・注意事項

多様な地層の存在する「ジオパーク
秩父」で化石発掘の勉強がお手軽に
できます。秩父まるごとジオパーク推
進協議会専門職員またはおがの化石
館の職員が化石発掘の案内

さまざまな化石、岩石や鉱物、地層
のようす大地の成り立ちがわかる
地学展示、小鹿野で発掘されたパ
レオパラドキシア。秩父鉄道のＳＬ
の名前にもなっています。

開催日・募集人員
11/1（土）・3日（月・祝）･15日（土）
募集人員：各２5～４０名
最少催行人員20名

お1人様：おとな11,800円・こども9,800円
※往復特急指定席代と乗車券代、現地専用車代、
昼食代、博物館入館代、体験代を含む
＊受付：2名様より＊小学生以上、小学生のみの
参加不可＊おとな体験可＊食事：昼食1回
＊添乗員は同行致しません。現地係員がお世話
致します。＊各自ハンマ－と化石を持ち帰る
新聞紙、タオルをご持参ください。

埼玉県 秩父郡

日本ジオパ－ク認定 秋の体験学習～昔のいきもの 化石発掘体験
古代生物や化石の
ロマンを感じよう！ひとりに1台！ロクロ体験

思い出の品づくり！ ジオパ－ク化石探検隊ツア－
西武池袋駅1階改札口前集合

旅行代金・注意事項

開催日・時間・募集人員

恐るべしハンターが、君たちの行く手を阻む。
謎を解きながらハンタ－の手から逃げ切ろう！
ハンターから逃げ切ってゴールすれば
素敵なプレゼント付き！

10/13（月・祝）・11/3（月・祝）・24（月・振休）
募集人員：各４０名／最少催行人員25名

お１人様：おとな・こども（小中学生）１4，8００円
（昼食代、夕軽食代、移動代、体験代含）
＊受付：２名様より ＊食事：昼+夕軽食付き
＊小学生以上、子供のみ参加も可。＊おとなの方の体験可。
＊添乗員：同行致しません。現地係員がお世話致します。
あわせて引率専門スタッフが、6～8名毎に１名同行致します。
＊雨天の場合、荒天以外は実施致しますので雨具を
ご用意ください。

群馬または栃木

行程
各地（7：30～8：30発）＝＝＜専用車＞＝＝群馬または
栃木テ－マパ－ク（昼食、説明＆準備運動、プレイ
開始、おやつ　※天候や気象、温度を見て、時間毎

に休憩時間とミッション攻略ミ－ティング）※タイムアップ！＝＝
＜専用車＞＝＝各地着（1８：３０～１９：３０予定）
※参加人数により、バス集合場所までは専用車の代わりに電車、
　路線バスなどでの移動になることがあります。

謎の秘密組織Zに立ち向かう！

本格鬼ごっこ体験 逃走開始！！
北千住・秋葉原・新宿・池袋・錦糸町各駅または駅前集合

※イラストはイメージです。

電車の旅

おとなも
楽しめる！
こどもは
本気モ－ド！

こども
だけで
参加OK!

こども
だけで
参加OK!

こども
だけで
参加OK!

バスツアー
日帰り

いつも
好評で
満席企画
です！

開催日・募集人員

陶芸家気分であなたも作陶に
チャレンジ！（約90分）
SLもおか券と乗車記念証
プレゼント付き

11/22（土）9:00～19：00 
最少催行人員15名

旅行代金・注意事項
お１人様：15,800円
（昼食代、交通費、体験費全て込み）
＊受付2名様より＊食事：昼食1回＋夕軽食付
＊小学生以上。子供のみの参加も可。おとなの方の体験可。
＊添乗員：同行致しません。現地係員がお世話致します。
あわせて引率専門スタッフが、6～8名毎に１名同行致します。
＊汚れても良い服装などでご参加ください。
　エプロンやタオル持参をおすすめします。
　爪は短く切ってご参加ください。

開催日・募集人員

日本画の巨匠『川合玉堂』が愛した御岳渓谷にある「玉堂美術館」と、
奥多摩の銘酒『澤乃井』の蔵元「小澤酒造」をめぐります。日本酒への
造詣が深い『平山郁夫シルクロード美術館』常任理事の後藤太氏が同
行します。また、昼食は『澤乃井』の仕込み水を使い作られた「豆腐」や
「ゆば」を中心とした季節料理コースをお楽しみいただきます。

旅行代金・注意事項
お１人様：6,800円
＊受付1名様より＊食事：昼食1回＊添乗員：同行しません。

開催日・募集人員
11/8（土）9:00～19：00 
最少催行人員15名

旅行代金・注意事項
お１人様：9,980円
（昼食代、交通費、体験費全て込み）
＊受付2名様より＊食事：昼食1回
＊小学生以上。子供のみの参加も可。おとなの方の体験可。
＊添乗員：同行致しません。現地係員がお世話致します。
あわせて引率専門スタッフが、6～8名毎に１名同行致します。

栃木県

行程 各地（7:30～8:30）＝＝＜専用車＞＝＝益子（陶芸／昼食）＝＝真岡鉄道　　（SL乗車）　　下館＝
＝＜専用車＞＝＝各地（18:30～19:30）

行程
JR青梅線「御嶽駅」（10:00集合）・・・玉堂美術館（鑑賞／
約45分）・・・渓流沿いをそぞろ歩き（約45分）・・・『小澤酒造』
蔵元見学（約45分）・・・ま ごゝとや（昼食）・・・自由行動（約90

分）※【OP】櫛かんざし美術館見学・・・小澤酒造（15：00頃解散）

蒸気機関車ＳＬに乗ってLet’s Go！

チャーター船でゆく

益子焼き陶芸体験
さいたま新都心・池袋・新宿・横浜・錦糸町ほか各駅駅前集合

京浜運河では「鶴見つばさ橋」などを
船上から真近にその先は海に浮かぶ
巨大な羽田空港！船上から航空機の
離発着観賞という未知なる体験もお楽
しみ頂けます。

行程
羽田空港第1または第2ターミナル（ホテルランチ/航空機を見ながら）（13：30集合）　　モノ
レール　 国際線ビル・・・羽田空港桟橋～空港沖A&D滑走路離発着をクルーズ～京浜運河工場
夜景～横浜みなとみらい21夜景～ピア運河パーク（約2時間）（18：00解散予定）

羽田空港サンライズ離発着A&D滑走路クルーズ体験と
工場夜景／羽田ホテルランチ 横浜駅集合

船上から航空機
の離発着観賞

大迫力の！
羽田空港クルーズ

工場夜景
クルーズ

益子釜めしの
昼食

SL乗車
体験！

ロクロも！
益子焼陶芸体験

貸切バスまたは普通電車・ＳＬ（蒸気機関車）

クルーズの旅

ご出発対象期間２０１４年10月～12月

お一人様でも参加できます。お申し込み・お問い合わせ方法は、裏面をごらんください

東京都 奥多摩

紅葉の奥多摩 玉堂美術館と
小澤酒造を訪ねて

御嶽駅集合

11/21（金） 募集人員20名 最少催行人員10名
開催日・募集人員

ホテル鐘山苑では昼食と2万坪の庭園散策で色濃く染まる富士山麓の
秋を満喫。そして日本の伝統技術に独自の息吹を吹き込み、一層の深化
を遂げた『一竹辻が花染め』の着物に圧倒される久保田一竹美術館。
こちらの庭園は 京都の造園家、北山安夫氏が手がけた自然の環境を
活かした日本庭園です。2つの庭園で日本の秋をたっぷりお楽しみください。

旅行代金・注意事項
お１人様：12,600円 
＊受付1名様より＊食事：昼食1回＊添乗員：同行しません。

行程
池袋駅（9:30発）＝＝＜専用車＞＝＝ホテル鐘山苑（ご昼食と
美しい庭園散策★専属の庭師たちが丹精込めて手入れを
している広大な本格的日本庭園。）＝＝久保田一竹美術館

（館内見学と庭園散策）＝＝＜専用車＞＝＝池袋駅（18:00頃到着）

山梨県 河口湖

紅葉に染まる日本庭園と富士山河口湖の旅
ホテル鐘山苑＆久保田一竹美術館の日本庭園を鑑賞

池袋駅集合

11/10（月） 募集人員40名 最少催行人員25名
開催日・募集人員

師走といえば、そう「忠臣蔵」の季節です。討ち入りを遂げた
赤穂義士が、本所松坂町の吉良邸から三田・泉岳寺まで
凱旋した道を歩きます。募集人員は四十七士にちなんで
各日47名様限定！当日は参加者に義士の名札をお渡しし、
当人になって歩いていただきます。

旅行代金・注意事項
お１人様：4,700円 ＊受付1名様より ＊食事：昼食1回 ＊歴史講師と
添乗員が同行いたします。＊小学生以下のお子様はご参加いただけません。

行程
JR両国駅西口（9:30集合）・・・吉良上野介屋敷跡（本所松
坂町公園）・・・回向院・・・一の橋北詰跡・・・御舟蔵跡・・・赤穂
義士休息の碑・・・新川堀・・・永代橋・・・鉄砲洲稲荷・・・浅野内

匠頭邸跡・・・築地本願寺・・・築地（昼食）・・・札の辻・・・泉岳寺（墓所参拝）
※各義士の墓前にお線香を手向けます。・・・泉岳寺駅（16：00頃解散）

東京都
忠臣蔵ウォーク

両国駅集合・泉岳寺解散

12/6（土）・9（火）・11（木） 募集人員各47名 最少催行人員25名

お申し込み

セブン旅デスク　受付3

～赤穂義士凱旋の道を歩く～

日帰り

日帰り 日帰り

現地集合・現地解散

行程
西武池袋駅8：15または9：15集合
池袋（8：30発または9：30発）　　　特急レッドアロ－
（普通車指定席）　　　所沢途中乗車可         西武秩父

駅＝＝＜専用車＞＝＝おがの：化石発掘体験/貝の化石やカニの化石
の多い地層から発掘開始＝＝埼玉県立自然博物館（秩父クジラの化
石など見学）※途中昼食＝＝長瀞駅（パレオエクスプレスの発車シ－ン
を観賞）＝＝＜専用車＞＝＝西武秩父駅      特急レッドアロ－（普通車
指定席）       所沢途中降車可       池袋（18：46または～19：47着）

屋外講座特集
日帰りツアー・



※お申し込み・お問い合わせは、各店の受付にて承ります。※お申し込みの際に、講座の詳細をご案内させていただきます。※すべての講座は入会金不要となっていますが事前のお申し込みが必要です。参加料（受講料・事前諸経費等）
は、各店受付にて事前にお支払願います。※現地までの交通費はお客様負担となります。講座によっては飲食代、入館料などの諸経費を現地にて当日お支払頂く場合もございます。※各講座とも1週間前迄にお申し込みください。各講
座設定の定員になり次第、締め切りとなります。最少催行人数に満たない時は、講座が中止になる場合がございます。※ご入金後のお客様都合によるご欠席・キャンセルの場合、ご返金出来ない場合がございます。※内容は一部変更に
なる場合がございます。また、講師は急病などにより交代する場合がございます。

【東　京】
【神奈川】
【千　葉】

武蔵境0422（31）4114　 大井町03（3777）6621　亀有03（3838）5511    西新井03（5888）3221    北砂03（5653）3253     綾瀬03（3620）4153　
相模原042（747）3056　藤沢0466（27）4313    厚木046（224）2111    武蔵小杉044（711）0323　 伊勢原0463（92）3644  溝の口044（844）6363   橋本042（775）5517 
蘇我043（209）1300　 成田0476（29）6321　　　【埼　玉】　 　　 浦和048（833）7131　 久喜0480（23）6991　  上尾048（776）2655　

受付時間 月～土曜 10：0０～19：0０ 日曜・祝祭日 10：0０～18：0０

受付時間 10：0０～20：0０

お 申 し 込 み・お 問 い 合 わ せ

セブンカルチャークラブ　各店舗1

ツアー商品についてのお知らせ
※お申し込みの際に、くわしい旅行条件と個人情報の取り扱いを説明したご案内をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。 
※各商品は、会員特典（ツアー割引）の対象外とさせていただきます。

旅行企画・実施　㈱セブンカルチャーネットワーク　東京都千代田区二番町8番地8

㈱セブンカルチャーネットワーク みなとみらい営業所セブン旅デスク 0570（010）7113

講座・ツアーごとに窓口が異なります。各商品の 　　　　     欄をご確認の上、以下　 ～    のお申し込み先までご連絡ください。お申し込み 1 3

観光庁長官登録旅行業 第1870号　一般社団法人  日本旅行業協会正会員 　 旅行業公正取引協議会会員 
総合旅行業務取扱管理者：芝本 博幸

ご出発対象期間２０１４年10月～12月

中村吉右衛門

参加代金・会場・注意事項

開催日時
12/20（土） ［観劇］12:00～16：20
［中村吉右衛門のアフタートーク］16：40～17：10

受講料：10,000円（1等Ａ席代含む）
会場：国立劇場（東京・三宅坂/現地集合・現地解散）
※お席の指定はできません ※チケットの手配がありますので、ご入
金後のキャンセルはお断りいたします

国立劇場１２月歌舞伎公演 観劇とアフタートーク
日本三大仇討の一つ、「伊賀上野の敵討」を題材に
した「伊賀越道中双六」の通し上演。武士の義理を軸
に、夫婦愛などを絡めて描く名作です。終演後は、主演
の中村吉右衛門さんをゲストに迎え、作品にまつわる
話や、歌舞伎の魅力などを伺います。聞き手は織田紘
二（独立行政法人日本芸術文化振興会顧問）。出演は
中村吉右衛門、中村東蔵、中村歌六、中村芝雀、
中村又五郎、中村錦之助、尾上菊之助ほか。

お申し込み
セブンカルチャークラブ 池袋コミュニティ・カレッジ  受付21

講師/ジャパンビアソムリエ協会講師　根岸 絹恵

講師/パン酵母シーバー 椎葉 恒春

１１月　銀座ライオンでドイツビールとビールの注ぎ方などを学ぶ
１２月　渋谷アイリッシュパブでイギリス、アイルランドのビールとパブ文化を学ぶ
 １ 月　広尾アクアヴィーノでイタリアビールとイタリア料理のマリアージュを学ぶ
 ２ 月　ベルギービアカフェでベルギービールと食文化を学ぶ
          （ベルギー観光局のゲストを予定）
 ３ 月　天王洲TYハーバーでできたてビールと醸造設備見学

行程
各地（7：30～8：30発）＝＝＜専用車＞＝＝中華街（肉ま
んづくり／餃子づくり／中国語講座）※終了後作品と6
品の中華料理コースランチ＝＝八景島シーパラダイス（

アクアリゾーツパス付き／約3～3.5時間）＝＝各地着（18：15～20：00）

講師はテレビでおなじみ！
TVチャンピオンで優勝「川澄さん」
築地ではマップをお渡ししますので
お好きな場所を探検！！

旅行代金・注意事項

開催日・時間・募集人員

11/8（土） １0：００～１5：００
定員30名／最少催行人員15名

お１人様：6,980円
（食事代、交通費、体験費全て込み）
＊こどもだけの参加はご遠慮ください。
＊受付：２名様より＊食事：昼食1回
＊小学生以上。子供のみの参加不可。おとなの方の体験可。
＊添乗員：同行致しません。現地係員がお世話致します。

これでキミも寿司職人!

握りすしミニ体験
（高校生以上）

お食事会付き！職人さんの握りも食べられます！（上ネタ寿司）
すし職人体験＆築地市場探検ツアー

参加代金

開催日・時間・注意事項

今、東京には世界各国のビールや
料理、また、個性豊かなクラフトビール
や樽生ビールが楽しめるスポットが
増えています。そんなビアスポット
を、ビアソムリエによる解説を聞き
ながら楽しめるミニツアーです。

毎月第2（土） １４：００～１７：００ ※雨天催行
※未成年者は参加いただけません。
最少催行人員5名

受講料：１3，5００円（全5回） 3,375円（各1回）
保険代：１，080円（全5回） 216円（各1回）
＊各1回は予約で承り、各回の定員までの残席
　人数ぶんにつきご参加いただきます。
＊飲食代別途必要（各回３，０００円程度）

各回の開催会場とテーマ

現地集合
現地解散

全５回の
回数講座

入会金
不要

現地集合
現地解散

1回のみの
講座

入会金
不要

現地集合
現地解散

旅行代金・注意事項

開催日・募集人員

自分でつくったものを食べる「体験＆ランチ」。
あなたがつくったあなただけの肉まんと餃子を
お楽しみください。☆旨い肉まん・餃子をつくっ
てみましょう☆テレビでも紹介されたほどの美
味しいジューシーな肉まんと・餃子です！

11/29（土）定員40名／最少催行人員15名

お１人様：おとな１3，8００円
　　　   こども（小中学生）１1，8００円 幼児１0，8００円
＊受付2名様より＊食事：昼+夕軽食付き
＊小学生以上。子供のみの参加も可。おとなの方の体験可。
＊添乗員：同行致しません。現地係員がお世話致します。
また6～8名毎に１名引率スタッフがつきます。

中華街オリジナル 中国語ミニ講座もあります！

肉まん・餃子づくり体験 八景島シーパラ魚釣り体験

参加代金

開催日・時間・注意事項

郊外の住宅地でこだわりの天然酵母のパ
ンを販売する人気店を訪ねます。パン
作りのポイント、おいしいパンの選び方、
などのお話を聞きながら石窯でのピザ焼き
体験、講師との食事などパン三昧の半日を
過ごします。パンのある生活の楽しみを
分かち合いましょう。

10/29（水）  １3：00～１5：3０ ※雨天催行
最少催行人員5名

受講料：6，48０円（食事代含）、保険代216円

名人を訪ねて歩く旅

石窯ピザとパンを楽しむ

下記の各回会場または最寄り駅集合

小田急小田原線「愛甲石田」駅集合

築地駅集合

チャンピオン川澄さんの
デモンストレーション

すしネタを自分で切付け

握りすし体験

昼食会

職人が握った
上寿司ランチ

すしロボット体験

巻物体験

にぎりすし体験

昼食会

職人が握った
上寿司ランチ

ウェルカムドリンクを飲みながら天然酵母の
お話などを伺い、パンの成形実演を見学。
厨房に入り、ピザ作りに挑戦。椎葉こだわりの
完全無添加のハムやベーコンをトッピング。
お店のカフェで焼き立てのパンを中心に食事。
講師のパンに対する情熱と苦心、こだわりを披露。

パンのお話と
実演

椎葉さんを
囲んで食事

体  験

＊エプロン、三角巾をご用意ください。

＊お子様のみ「修了証」授与可

バラエティ豊かなビールとそれに合う料理を楽しむ

Tokyoビール紀行
日帰り

日帰り

日帰り

日帰り

秋 は 外 で 学 ぼ う ！
屋 外 講 座 特 集
秋 は 外 で 学 ぼ う ！
屋 外 講 座 特 集

古地図で巡る江戸・東京

1DAY
（全1回）貨幣博物館&東京証券取引所見学

講師/田中 ひろみ

講師/福岡 和昭

講師/佐藤 益弘

講師/岡本 永義

仏像、大好き！ スペシャル
（全3回）

スペシャル
（全3回）

スペシャル
（全3回） 東京近郊パワースポット巡り

10/1・11/5・12/3（水）13：00集合(約2時間)
受講料:8,100円保険代：648円

11/7（金）10：00集合(約8時間)
受講料:3,240円 教材費：260円 保険代：216円

●10/18・11/15・12/20（土）●10/21・11/18・12/16（火）　9：00集合(約3時間)
受講料:8,100円 保険代：648円(土曜・火曜各コース共通)

10/8・11/12・12/10（水） 13：00集合(約3時間)
受講料:9,720円 資料代：450円 保険代：648円

神奈川県 横浜市 さいたま新都心・池袋・新宿・横浜・錦糸町ほか各駅または駅前集合

バスツアー
日帰り

中国語講座肉まんづくり体験 餃子づくり体験

中華料理
ランチ

八景島魚釣り
体験

水族館4館利用OK!!
アクアリゾーツパス付き

Aコース

親子すし教室
（身長120cm以上の小学生以上）Bコース

お申し込み

セブンカルチャークラブ　受付1

池袋コミュニティ・カレッジ 03（5949）54862 受付時間 月～土曜 10：0０～19：0０ 日曜 10：0０～17：0０

こどもだけで参加OK!

お申し込み セブン旅デスク　受付3 お申し込み セブンカルチャークラブ1 池袋コミュニティ・カレッジ　受付2

お申し込み セブンカルチャークラブ1 池袋コミュニティ・カレッジ　受付2お申し込み セブンカルチャークラブ1 池袋コミュニティ・カレッジ　受付2

観光庁長官登録旅行業 第1870 号　一般社団法人　日本旅行業協会正会員　　旅行業公正取引協議会会員



世界遺産 富岡製糸場見学 日帰りバスツアー

都内のホテルでランチバイキング　　　
ビールの試飲も！ビール工場見学

  爽快！東京湾クルーズ　　　
「日本料理 大志満」で昼食

  東京湾クルーズ 築地「和み竹若」で             
ウニ・イクラなど海鮮丼の昼食

東京スカイツリー® 天望デッキ（350m）入場 日帰りバスツアー

56751
-693

無印9,990円～■色10,990円
川越（8：30発）・新都心（9：30発）

10/7（火）・■11/9（日）・21（金）

※整備等のためビール工場の製造ラインが稼働し
ていない場合はビデオでご説明。

各地発＝＝都内(ランチバイキング・約50分)＝
＝ビール工場(見学・試飲)＝＝浅草＝＝東京ス
カイツリー®天望デッキ(地上350メートルの天
望デッキから絶景の東京大パノラマを眺望)＝
＝各地着(18:15～19：30予定)

行程・注意事項

＊受付：1名様より＊最少催行人員28名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食1回

トイレ付きバスで行く！

エビ・ホタテ・サザエなど海鮮浜焼きと
握り寿司食べ放題 ミカン食べ放題と
富士山眺望！ 駿河湾クルーズ

旅行代金（お1人様）旅行代金（お1人様）旅行代金（お1人様） 無印8,980円～■色9,580円
39500
-693

練馬（7：30発）・池袋（8：00発）・新宿（8：40発）
10/15（水）・■25（土）・30（木）

39501
-693

北千住（7：30発）・上野（8：00発）・東京（8：30発）
10/■12（日）・16（木）・29（水）・31（金）

39502
-693

蒲田（7：30発）・品川（8：00発）・渋谷（8：30発）
10/■18（土）・23（木）・28（火）

※気象状況により富士山がご覧になれない場合があります。

各地発＝＝三島(買い物・20分)＝＝三津(駿河湾クルーズ・20分/海鮮浜焼き食べ放題・50分)＝
＝沼津(ミカン狩り食べ放題・30分)＝＝沼津(買い物・20分)＝＝各地着(17:30～18:30予定)

行程・注意事項

39042
-693

中野（8：00発）・新宿（8：30発）
10/■18（土）・22（水）・27（月）・31（金）・11/■2（日）・■8（土）・11（火）・14（金）

39043
-693

北千住（7：30発）・上野（8：00発）
10/17（金）・21（火）・■26（日）・29（水）・11/■1（土）・5（水）・13（木）・■16（日）

39044
-693

錦糸町（7：30発）・東京（8：00発）
10/■19（日）・28（火）・11/■9（日）・12（水）

各地発＝＝甲府(松茸の土瓶蒸しやきのこ鍋などの昼食と買い物)＝＝昇仙峡(紅葉散策と影絵の森美術館
「葛飾北斎 富嶽三十六景展」を観賞/ドリンク・お菓子のティータイム)＝＝一宮御坂(ラ・フランス食べ放
題・30分とブドウ１房お持ち帰り)＝＝勝沼(ワイナリー見学・試飲)＝＝各地着(17:40～18:10予定)

行　程

56302
-693

56303
-693

56306
-693

※■はトイレ付きバスで運行

各地発＝＝〈アクアライン・海ほたる〉＝＝金谷(海鮮浜焼き食べ放題約60分)
＝＝亀山湖(車窓)＝＝養老渓谷（粟又の滝へ)＝＝各地着(18:20～18:40予定)

行程・注意事項

＊受付：1名様より＊最少催行人員28名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼・夕軽食2回＊受付：1名様より＊最少催行人員25名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食1回＊受付：1名様より＊最少催行人員25名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食1回

松茸の土瓶蒸しや松茸ご飯         ・
きのこ鍋など秋の味覚御膳・
紅葉の昇仙峡散策と
ラ・フランス食べ放題

無印7,980円～■色8,580円

２食付き！
サザエや殻付きカキなど

食べ放題や７つのお持ち帰りも
養老渓谷・粟又の滝＆
海鮮浜焼き食べ放題

無印9,990円～■色10,990円

旅行代金
（お1人様）

旅行代金
（お1人様）

47345
-693

12,000円
向ケ丘遊園（9：20発）・溝の口（9：40発）・
武蔵小杉（10：05発）・川崎（10：30発）

11/3（月・祝）
47339
-693

本厚木（8：30発）
10/28（火）・11/10（月）

47340
-693

新横浜（9：30発）・横浜ロビー（10：00発）
10/16（木）・30（木）・11/1（土）・
17（月）・22（土）・27（木）・12/7（日）

※昼食は14：00頃となる場合があります。

各地発＝＝東京スカイツリー®（天望デッキ［350m］に入場）＝＝台場（昼食)＝＝浅草(散策)
＝＝お台場海浜公園～〈東京湾クルーズ〉～日の出桟橋＝＝各地着(18:20～19：30予定) 

行程・注意事項

＊受付：1名様より＊最少催行人員25名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食1回

38280
-693

旅行代金
（お1人様）9,990円

上野（8：40発）・新宿（9：30発）

10/10（金）・14（火）・22（水）・27（月）・
10/31（金）・11/6（木）・14（金）・18（火）

各地発＝＝歌舞伎座タワー＝＝築地(「和み竹若」で
ウニ・イクラなどの海鮮丼の昼食)＝＝日の出桟橋～（東
京湾クルーズ）～お台場海浜公園・・・お台場(散策)＝＝
浅草(浅草寺参拝や仲見世通りの散策／吾妻橋から東
京スカイツリー®見物も）＝＝東京スカイツリー（天望デッ
キ［350m］に入場＝各地着(18:00～18：40予定)

行程・注意事項

＊受付：1名様より＊最少催行人員25名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食1回

新都心（8：00発）
11/■24（月・振休）・30（日）・12/3（水）

南越谷（8：00発）
11/23（日）・27（木）・12/2（火）

春日部（8：00発）
11/29（土）・12/4（木）

秋の味覚を食べ放題！ 日帰りバスツアー

コース番号 コース番号 コース番号

コース番号コース番号コース番号

お申し込み セブン旅デスク　受付

画像提供 富岡市・富岡製糸場

本ページ商品、および裏面の 赤坂エクセルホテル東急、吉例顔見世大歌舞伎（ザ・ペニンシュラ東京）、ボストン美術館（水月ホテル鴎外荘）、根津神社社殿特別拝観コース
旅行企画・実施　クラブツーリズム株式会社　東京都新宿区西新宿6-3-1新宿アイランドウイング ■マークの見方 ／ ＝バス   … 徒歩

※食事の内容は日によって変わります。
※くわしい旅行条件を説明した書面をお渡しします
   ので、事前にご確認の上お申し込みください。

48800
-693

横浜西口（7：00発）
10/31（金）・11/■3（月・祝）・6（木）・

11/12（水）・■15（土）

48802
-693

中央林間（6：50発）・町田（7：20発）
10/30（木）・11/5（水）・■9（日）・13（木）

48808
-693

川崎（6：40発）・武蔵小杉（7：05発）・溝の口（7：30発）
11/■9（日）

48810
-693

相模大野（6：50発）・橋本（7：30発）
11/■9（日）

コース番号

各地発＝＝富岡製糸場＝＝めがね橋＝＝熊ノ平・・・・・・碓氷
湖＝＝横川（買い物）＝＝各地着(17:00～19:00予定)

行  程

48811
-693

藤沢（6：40発）・茅ヶ崎（7：20発）
11/4（火）・■8（土）

48814
-693

本厚木（7：00発）
11/4（火）・13（木）

48815
-693

小田原（6：50発）・秦野（7：30発）
10/29（水）・11/5（水）

コース番号

日帰り 日帰り 日帰り

日帰り日帰り 日帰り

東京発着プラン
旅行代金
（お1人様）無印6,990円・■色7,590円・■色7,990円
＊受付：1名様より＊最少催行人員25名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食（弁当）1回

日帰り

各地発＝＝旧軽井沢(おしゃれなカフェや雑貨店が点在する街を散策)＝＝めがね橋
(レンガアーチ橋)＝＝横川＝＝富岡製糸場(見学)＝＝各地着(17:50～19:00予定)

行  程

３８５８6
-693

赤羽（7：00発）・王子（7：20発）・
板橋区役所（7：40発）・池袋（8：00発）

10/■29（水）・■31（金）・11/■9（日）・■15（土）

３８５８8
-693

狛江（7：00発）・調布（7：30発）・三鷹（8：00発）
10/23（木）・■29（水）・■31（金）・11/■9（日）

３８５89
-693

新小岩（7：20発）・青砥（7：40発）・綾瀬（8：00発）
10/■30（木）・11/■15（土）

３８５90
-693

荻窪（7：00発）・上石神井（7：30発）・大泉学園（8：00発）
10/■31（金）・11/■8（土）

３８５91
-693

高島平（7：00発）・成増（7：20発）・
光が丘（7：40発）・練馬高野台（8：00発）
10/■29（水）・■31（金）・11/■3（月・祝）

コース番号コース番号

３８５８１
-693

新宿（7：00発）・中野（7：30発）・練馬（8：00発）
10/20（月）・23（木）・■28（火）・■29（水）・
10/■30（木）・■31（金）・11/■4（火）・
11/■6（木）・■9（日）・■11（火）・■15（土）

３８５８2
-693

竹の塚（7：00発）・北千住（7：30発）・上野（8：00発）
10/13（月・祝）・23（木）・■28（火）・■30（木）・
11/■3（月・祝）・■5（水）・■9（日）・■15（土）

３８５８3
-693

一之江（7：00発）・錦糸町（7：30発）・東京（8：00発）
10/21（火）・■28（火）・■29（水）・■30（木）・

11/■3（月・祝）・■9（日）・■15（土）

３８５８4
-693

東大島（7：20発）・亀戸（7：40発）・押上（8：00発）
10/20（月）・11/■7（金）・■15（土）

３８５８5
-693

蒲田（7：00発）・大井町（7：30発）・品川（8：00発）
10/23（木）・■29（水）・■30（木）・11/■9（日）・■16（日）

コース番号

埼玉発着プラン
旅行代金
（お1人様）6,990円 ＊受付：1名様より＊最少催行人員28名

＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食（弁当）1回

日帰り

神奈川発着プラン
＊受付：1名様より＊最少催行人員25名
＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食（弁当）1回

旅行代金
（お1人様）無印9,990円～■色10,990円

56096
-693

南越谷（8：20発）

11/1（土）

コース番号

各地発＝＝めがね橋(見物)＝＝横川（買い物）＝＝
富岡製糸場(見学)＝＝各地着(17:40～19:00予定)

行  程

日帰り

※ツアーに含んでいるのは、東京スカイツリー天望デッキ（３５０ｍ）入場です。さらに上の天望回廊（４５０ｍ）の入場料金は含まれておりません。ご希望の方は、東京スカイツリー滞在時間内(約６０分)に各自でお買い求めください。雨天などにより、東京スカイツリーからの視界不良の場合でもツアーは催行致し、返金や割引はありません。

お一人様でも参加できます。お申し込み・お問い合わせ方法は、裏面をごらんください

観光庁長官登録旅行業 第1693号　一般社団法人　日本旅行業協会正会員　　 旅行業公正取引協議会会員　　
※クラブツーリズム株式会社商品　管理番号42062

ご出発対象期間２０１４年10月～12月気軽に参加できる
日帰り企画！！ 日帰りバスツアー日帰りバスツアー特集

※対象ブランドなど
詳しくはセブン旅デスク
までお問い合わせ下さい

「セブン旅デスク」にて電話お申し込みで、
国内・海外旅行パッケージツアーが

池袋コミュニティ・カレッジ、セブンカルチャークラブ会員のみなさまへ

上 記 の 商 品 も 割 引 対 象 で す 。
５最大 OFF!％



㈱セブンカルチャーネットワーク みなとみらい営業所セブン旅デスク 0570（010）711
受付時間 月～土曜 10：0０～19：0０ 日曜・祝祭日 10：0０～18：0０

お 申 し 込 み・お 問 い 合 わ せ

ツアー商品についてのお知らせ
※お申し込みの際に、くわしい旅行条件と個人情報の取り扱いを説明したご案内をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。 
※　  印の商品は、裏面の会員特典（ツアー割引）の対象外とさせていただきます。

旅行企画・実施　㈱セブンカルチャーネットワーク　東京都千代田区二番町8番地8
観光庁長官登録旅行業 第1870 号　一般社団法人　日本旅行業協会正会員     旅行業公正取引協議会会員

観光庁長官登録旅行業 第1870 号　一般社団法人　日本旅行業協会正会員  　旅行業公正取引協議会会員
総合旅行業務取扱管理者：芝本 博幸

1年に3日間のみ！赤坂迎賓館前庭入場
赤坂エクセルホテル東急で

ローストビーフなどのランチブッフェ
無印13,000円～■色27,000円

ガイド同行！谷根千散策とはん亭で昼食
3日間限定！ 根津神社社殿の特別拝観

明治創業・有形文化財に指定された老舗で串揚げの昼食

7,980円

5,980円

＊受付：1名様より＊最少催行人員15名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食1回

＊受付：1名様より＊最少催行人員10名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食1回 ＊受付：1名様より＊最少催行人員30名＊添乗員：同行致します。＊食事：夕食1回

コース番号

34025-693 10/18（土）・19（日）・23（木）・11/3（月・祝）・5（水）

コース番号

34022-693 11/1（土）・2（日）・3（月・祝）

コース番号

34174-693
34175-693

■27,000円
13,000円

1等席
3階A席

11/2（日）・
19（水）・
25（火）

歌舞伎座（16：00集合/吉例顔見世大歌舞伎 ～初世松本白鸚 三十三回忌追善～ 夜の部を鑑賞）
・・・ザ・ペニンシュラ東京（「ヘイフンテラス」にてディナー/現地解散22：00予定）
※出演者は平成26年8月1日の予定です。主催者及び出演者の都合により出演者が変更となる場合でも、公演が中止にならない限り
ツアーは催行致します。出演者変更に伴う旅行代金の払い戻しや各種変更は承れません ※21：00予定の遅めの夕食となります。

行程・注意事項

JR上野駅（11：10集合）・・・水月ホテル鴎外荘（会席膳の昼食）・・・上野恩賜公園（上野東照宮や上野大仏、国指定重要文
化財の寛永寺　清水観音堂などを散策）・・・上野の森美術館（「ボストン美術館 浮世絵名品展 北斎」を鑑賞。団扇絵「菖
蒲に鯉」など、世界中でボストン美術館のみに所蔵が知られる作品が出品。/到着後、各自入館。13：30現地解散予定）

行　程

旅行代金（お1人様）旅行代金（お1人様）

旅行代金（お1人様）旅行代金（お1人様）

6,980円
＊受付：1名様より＊最少催行人員10名＊添乗員：同行致します。＊食事：昼食1回

コース番号

34023-693 10/29（水）・30（木）・31（金）

JR日暮里駅南口（11：40集合）・・・天王寺（谷中五十塔跡）・・・谷中霊園（15代将軍の徳川慶喜や横山大観など多くの著名人が眠って
いる墓地）・・・浄名院・寛永寺・・・串揚げ・はん亭（明治創業・国の有形文化財に指定された総けやき造りの老舗で昼食）・・・根津神社（社殿
拝観）・・・藪下通り・鴎外記念館を外観から見学・全生庵・・・谷中銀座商店街（下町風情の残る商店街を自由散策/16：30現地解散予定）

行　程

東京メトロ・赤坂見附駅（11：20集合）・・・赤坂エクセルホテル東急（ローストビーフや冷製ボイル
ズワイ蟹、チョコレートファウンテンなどのランチブッフェ60分）・・・赤坂迎賓館前庭（散策）・・・上
智大学（学園祭を見学）・・・JR四谷駅（14：50現地解散予定）
※9/20（土）現在、赤坂迎賓館前庭の公開は正式に決定していないため、予約希望の受付のみとなります。

行程・注意事項

「ボストン美術館 浮世絵名品展 北斎」
文豪・森鴎外旧邸 水月ホテル鴎外荘で会席膳の昼食

吉例顔見世大歌舞伎～初世松本白鸚 三十三回忌追善～
ザ・ペニンシュラ東京でディナー

尾上菊五郎、松本幸四郎、中村吉右衛門、市川左團次、市川染五郎、尾上松緑、尾上菊之助ほか出演 日帰り日帰り

日帰り日帰り

11/ 1 (土)・ 2 (日)・ 3 (月・祝)  さいたま新都心・池袋・秋葉原
11/ 8 (土)・  9 (日)　 　　　　 北千住・錦糸町・西大島・東陽町
11/15(土)・16(日) 　 　　　　橋本・町田
11/22(土)・23(日)・24(月・振休)  武蔵境・新宿
11/29(土)・30(日)　  　　　　 成田公津の杜・千葉・蘇我

開催日と発着場所

募集人員・注意事項

定員各回42名／最少催行人員30名
＊受付：2名様より＊食事：昼食1回
＊添乗員：同行致します。

おとな
8，8００円
こども（3歳～小学生）
8，7００円

旅行代金（お１人様）

行程 各地発（7：00～8：30）＝四季の蔵（お買い物）＝＝海鮮浜焼のご昼食（11：00頃）＝＝大多喜駅       いすみ
鉄道乗車     国吉駅(ムーミンショップ)＝＝大山千枚田ライトアップ（見学）＝＝各地着（19：00～20：00頃）

■10/29(水)・■11/2(日)　　東陽町・西大島・錦糸町・秋葉原
■10/22(水)・■10/25(土)　 さいたま新都心・池袋・新宿
■11/ 2 (日) 　 　　　　　　蘇我・千葉・船橋
■10/25(土)・■10/29(水)   町田・橋本・八王子みなみ野
■10/25(土)　  　　　　　　伊勢原・厚木

開催日と発着場所

募集人員・注意事項

紅葉の上高地を約3時間散策
マイカーでは乗り入れのできない、
上高地まで直行！
降車は大正池前・上高地帝国ホテル
前・バスターミナルの3か所からお選
びいただけます。

定員42名／最少催行人員35名
＊受付：2名様より＊食事：昼食1回（お弁当）
＊添乗員：同行致します。

※例年の紅葉の見頃は
　10月下旬～11月中旬
　（河口湖）となります。

募集人員・注意事項

定員43名／最少催行人員25名
＊受付：2名様より＊食事：昼食1回
＊添乗員：同行致します。

■6,980円
■7,980円
■8,980円
■9,980円 

長野県 上高地

行程 各地発（6:15～7:45）＝＝＜中央道＞＝＝上高地（大正池前、上高地帝国ホテル前、バスターミナルで降車
できます／散策 約3時間）＝＝＜中央道＞＝＝おぎのや（お買物）＝＝各地着（20:00～21:30着予定）

マイカーでは乗り入れのできない、上高地バスターミナルまで直行！

紅葉の上高地日帰りバスツアー
東陽町・西大島・錦糸町・秋葉原・さいたま新都心・池袋・新宿・蘇我・千葉・
船橋・町田・橋本・八王子みなみ野・伊勢原・厚木 各駅または駅前集合

富士山一望のレストランで
肉or魚からチョイス！
ハーブの薫るフレンチランチと
富士山五合目へ直行！
楽々プラン

山梨県 河口湖ほか

行程
各地発（7：00～8：30）＝＝河口湖（好評の洋食ハーブランチ 肉／魚をお選びください※お申込時）＝＝
＜富士スバルライン＞＝＝富士山五合目（散策）＝＜富士スバルライン＞＝河口湖（もみじ回廊ともみじトンネ
ル）＝都留（注目の炭を使った炭野菜のサラダ狩り収穫体験）＝＝＜高速道＞＝＝ 各地着（18：30～19：30）

マイカ－規制でも安心！バスで五合目へ！富士山五合目＆野菜収穫体験

　富士山からの贈り物 新鮮野菜のサラダ狩り！
おしゃれな洋食ランチ＆富士スバルライン河口湖もみじ回廊紅葉巡り

 さいたま新都心・池袋・新宿・横浜・錦糸町ほか 各駅または駅前集合

旅行代金（お１人様）

■11/ 2 (日)・11/15(土)　 東陽町・西大島・錦糸町・秋葉原
■11/22(土)　　　　　　   さいたま新都心・池袋・新宿
■11/ 2  (日)・11/15(土)　蘇我・千葉・船橋
■11/22(土)                  町田・橋本・八王子みなみ野

開催日と発着場所

■6,980円
■8,980円
■7,980円 

バスツアー
日帰り

バスツアー
日帰り

旅行代金（お１人様）

好評の
洋食ハーブランチ
肉／魚をお選び
ください。
※お申込時

あなたの
街から、
らくらく
直行！

あなたの
街から、
らくらく
直行！

あなたの
街から、
らくらく
直行！

例年の
紅葉の見頃は
10月中旬～
下旬。

千葉県の特産品のお買物と、海鮮浜焼きを
お召しあがり頂いた後、昔懐かしい景色と
ムーミン電車が楽しいいすみ鉄道と、ライト
アップが美しい大山千枚田にご案内します。

千葉県

　海鮮浜焼き＆秋の味覚たっぷり 
大山千枚田ライトアップ&いすみ鉄道ローカル線乗車ツアー

さいたま新都心・池袋・秋葉原・北千住・錦糸町・西大島・東陽町・橋本・
町田・武蔵境・新宿・成田公津の杜・千葉・蘇我 各駅または駅前集合

バスツアー
日帰り

週末
限定

週末
限定

©２０１４映画プリキュアオールスターズＮＳ３製作委員会
©ＡＢＣ・東映アニメーション

その他・注意事項その他・注意事項

開催日時

料金・会場・アクセス

12/24（水） 
①［ディナー］15:45～
　［ショー］17:15～
②［ディナー］20:00～
　［ショー］21:30～

ディナーショー料金（お１人様）
大人：46,000円
会場：ザ・プリンス 
　　パークタワー東京
アクセス：浜松町駅より徒歩
またはシャトルバス

開催日時

料金・会場・アクセス

12/23（火・祝）
①［ブッフェ］12:00～
　［ショー］13:00～
②［ブッフェ］17:00～
　［ショー］18:00～

ブッフェショー料金（お１人様）
大人：10,500円、
こども（2歳～12歳）：
6,000円
会場：品川プリンスホテル
アクセス：品川駅より徒歩2分

※受付：2名様より※食事：夕食1回※添乗員：同行致しません。
※中学生未満のお子さまの同伴はお断りさせていただいております。
※お申し込み後の変更、取消は全額取消料対象となります。

※受付：2名様より＊食事：昼食1回または夕食1回
※添乗員：同行致しません。
※お申し込み後の変更、取消は全額取消料対象となります。

    プリキュア オールスターズが
   やってくる!!（ブッフェショー）

2 014 Winter ★ Special Showtime2 014 Winter ★ Special Showtime
HIROMI GO

CHRISTMAS DINNER SHOW
2014

ランチブッフェ赤坂迎賓館
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