
帝国ホテル「130年の歴史ディナー」 〈1日目夕食〉 上高地に響くヴァイオリンの調べ

≪帝国ホテル130周年特別企画≫
ラグジュアリーバス「ロイヤルロード・プレミアム」で愉しむ

帝国ホテル『130年の歴史ディナー』と『上高地に響くヴァイオリンの調べ』4日間

ツアーのポイント

［10名乗り・化粧室付］ ラグジュアリーバス ロイヤルロード・プレミアム

“ファーストクラスの乗り心地”

ロイヤルロード・プレミアム
大型バスをわずか10席（※）にレイアウトした贅沢な空間と全席窓側、そして全
席が通路側に面した設計で車窓観光も車内移動も気兼ねなくお楽しみいた
だけます。また化粧室付で長距離移動も安心です。（※）乗務員・添乗員用席を除く

IMPERIAL  HOTEL  130TH  ANNIVERSARY

2020年に創業130年を迎える帝国ホ
テルにて近年発見された初代料理長
の吉川兼吉氏の当時のレシピを現在
の各ホテル料理長（東京料理長杉本
雄氏、大阪料理長大浦栄一氏）が一
部再現しつつ「帝国ホテル130年の伝
統と革新」をテーマにお届けします。

リゾートホテルの草分け「上高地帝国ホテル」に
て当ツアーの参加者だけに贈るプライベートなミ
ニ・コンサート。演奏は、数々の豪華列車にて
テーマ曲の演奏を手掛けるヴァイオリニストであ
り、またJTBロイヤルロード銀座「夢の休日〈感動
の響き〉」シリーズのアンバサダー「大迫淳英」氏。
帝国ホテルゆかりの曲などを演奏いたします。

2020年に開業130周年を迎える帝国ホテル
「帝国ホテル 東京 または 帝国ホテル 大阪」とリゾートホテルの草分け「上高地帝国ホテル」

それぞれ趣の違う二つの帝国ホテルにて特別な時間をお愉しみいただきます。

上高地帝国ホテル（イメージ）

大迫淳英氏初代料理長メニュー原本

上高地帝国ホテル（イメージ）

大阪料理長・大浦 栄一東京料理長・杉本 雄

特別企画
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特別企画
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2020年6月15日（月）〜18日（木） ［3泊4日］ 　東京発／大阪発

全席窓側
“至福の10席”

2020年

2月3日（月）

11：00

発売開始！！



総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関
する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれ
ば、御遠慮なく右記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

国内  募集型企画旅行ご旅行条件（要約） ※お申込の際は必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき事前に内容をご確認の上お申し込みください。

●旅行企画・実施

●お申し込み・お問い合わせ

■募集型企画旅行契約：この旅行は、（株）JTB( 以下「当社」という。）
が企画・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（以下「旅行契約」といいます。）を締結するこ
とになります。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・
宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス
（以下「旅行サービス」といいます。）の提供を受けることができるよう
に、手配し、旅程管理することを引き受けます。旅行契約の内容・条
件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日
程表と称する確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます。）及び、
当社旅行業約款募集型企画旅行の部（以下「当社約款」といいま
す。）によります。
■旅行代金に含まれるもの：旅行日程に明示した運送機関の運賃
（等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあ
り、バンフレットに明示します）、宿泊費、食事代、入場代および消費税
等諸税　
＊上記費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則とし
て払戻しはいたしません。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期：(1) 当社所定の事項をお
申し出のうえ、お申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は
旅行代金をお支払いの際差し引かせて頂きます。(2) 当社は電話、
郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し
込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成
立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算
して3日以内に申込金の支払いをしていただきます。（3）通信契約
による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立しま
す。ただし、e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場
合は、その通知がお客様に到着したときに成立するものとします。

■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１３日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合
は当社が指定する期日までに）にお支払いいただきます。またお客様
が当社カード提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署
名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくこ
とがあります。この場合のカード利用日はお客様からお申し出がない
限り、お客様の承諾日といたします。
■旅行契約の解除・払い戻し：お客様はパンフレットに記載した取
消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除するこ
とができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお
受けします。

■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件書は2019年11月1日
を基準としています。又ご旅行代金は2019年11月1日現在の有効
な運賃・規則として算出しています。

契約解除の日 取消料（おひとり様）
１） 21日目にあたる日以前の解除旅行開始

日の前日
から起算
してさか
のぼって

無料

２） 20日目にあたる日以降の解除
 （３～ 6を除く）

旅行代金の4０％

旅行代金の２０％

旅行代金の3０％３） 7日目にあたる日以降の解除
 （４～ 6を除く）

5） 当日の解除（6を除く）
4） 旅行開始日の前日の解除

6） 旅行開始後の解除又は
 無連絡不参加

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

観光庁長官登録旅行業第64号  （一社）日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11  〒140-8602

営業時間：月～金:10:00～18:00（土・日・祝日・振休は除く） 
総合旅行業務取扱管理者 井上 完之

〒104-0061  東京都中央区銀座4-3-1 並木館3階

国内旅行デスク
FAX 03-6731-7658
70120-262-115

www.jtb.co.jp/luxurytravel

東京発　スケジュール
1 帝国ホテル東京にご集合（17：00～受付開始予定） 

  特別企画①   帝国ホテル「130年の歴史ディナー」
2020年創業130年を迎える帝国ホテルにて近年発見された初代料理長の吉川兼
吉氏の当時のレシピを新たに杉本雄東京料理長が一部再現しつつ「帝国ホテル
130年の伝統と革新」をテーマにお届けします。
 帝国ホテル東京 泊 }}e

2 ホテル（08:30頃発）b（ロイヤルロード・プレミアム）b 松本市「ヒカリヤ ニシ」に
て美と健康を意識したナチュレフレンチのご昼食（椅子席）b 〇国宝 松
本城（現存する五重六階の天守の中で日本最古の国宝の城。黒と白のコントラスト
がアルプスに映え美しい景観）b 上高地（泊）
※ご夕食は「あずさ庵」にて日本料理 上高地帝国ホテル 泊 qwe

3   選べる観光プラン   ご希望のスタイルで大自然上高地をお楽しみください
①自然ガイドと行く上高地散策
②マイカーではいけない乗鞍畳平 雲上の花畑へラグジュアリーバスでご案内
③自由行動
※夕食は「ダイニングルーム」でいただく伝統のフランス料理
  特別企画②   館内にて当ツアー限定で特別コンサート

「上高地に響くヴァイオリンの調べ」をお楽しみください（アーティスト 大迫淳英氏）
 上高地帝国ホテル 泊 q}e

4 ラグジュアリーバス「ロイヤルロード・プレミアム」にて東京へ
上高地帝国ホテル b ○小布施 郷土料理のご昼食と古い町並み散策
b ◎北斎館 b 東京駅（18:00頃着）  qw}

大阪発　スケジュール
1 帝国ホテル大阪にご集合（17：00～受付開始予定） 

  特別企画①   帝国ホテル「130年の歴史ディナー」
2020年創業130年を迎える帝国ホテルにて近年発見された初代料理長の吉川兼
吉氏の当時のレシピを新たに大浦栄一大阪料理長が一部再現しつつ「帝国ホテ
ル130年の伝統と革新」をテーマにお届けします。
 帝国ホテル大阪 泊 }}e

2 ホテル（08:40頃発）k（ハイヤー）k 新大阪駅 j（東海道新幹線）j 名古屋駅
（名古屋駅よりラグジュアリーバス「ロイヤルロード・プレミアム」にて観光へご案内）b ◎明
治村（大正時代に完成したフランク・ロイド・ライト氏設計の旧帝国ホテル中央玄関部が残る
／通常立ち入りできない3階部分まで案内ガイドとともに観光）・ご昼食 b 上高地（泊） 
※ご夕食は「あずさ庵」にて日本料理 上高地帝国ホテル 泊 qwe

3   選べる観光プラン   ご希望のスタイルで大自然上高地をお楽しみください
①自然ガイドと行く上高地散策
②マイカーではいけない乗鞍畳平 雲上の花畑へラグジュアリーバスでご案内
③自由行動
※夕食は「ダイニングルーム」でいただく伝統のフランス料理
  特別企画②   館内にて当ツアー限定で特別コンサート

「上高地に響くヴァイオリンの調べ」をお楽しみください（アーティスト 大迫淳英氏）
 上高地帝国ホテル 泊 q}e

4 ラグジュアリーバス「ロイヤルロード・プレミアム」にて大阪へ
上高地帝国ホテル b ○飛騨高山（ミシュランで評価される料亭「洲さき」
にて飛騨牛の昼食と古い町並み散策 b 新大阪駅（19:30頃着）  qw}

■ご旅行代金（お1人様あたり）
出発日 出発・到着地 現地オプションプランコード 2名1室利用 1名1室利用

2020年
6月15日（月）

◆東京発（帝国ホテル 東京発・東京駅着） 1GG5404-1 480,000円 630,000円
◆大阪発（帝国ホテル 大阪発・新大阪駅着） 1GG5404-2 480,000円 630,000円

●利用ホテル： 東京発▶［1泊目］帝国ホテル 東京　洋室（ツイン）、［2・3泊目］上高地帝国ホテル　洋室（ベランダ付ツイン）
 大阪発▶［1泊目］帝国ホテル 大阪　洋室（ツイン）、［2・3泊目］上高地帝国ホテル　洋室（ベランダ付ツイン）
●募集人数：東京発10名　大阪発10名（各最少催行人員6名様）　●添乗員：各発地1名同行します。　●食事：朝3回、昼2回、夕3回

≪帝国ホテル130周年特別企画≫

ラグジュアリーバス「ロイヤルロード・プレミアム」で愉しむ 帝国ホテル『130年の歴史ディナー』と『上高地に響くヴァイオリンの調べ』4日間

凡例： j 新幹線  b バス  k ハイヤーまたはジャンボハイヤー  q 朝食  w 昼食  e 夕食  z 弁当  } 食事なし  ◎入場観光  ○下車観光  ●車窓観光　
※上記旅程は交通機関の都合、天候、現地事情などにより変更となる場合がございます。 ※東京発4日目北斎館は展示替えのため予告なく一部展示室閉鎖及び休館となる場合があります。その場合は代替の観光地をご案内します。
※1日目受付時間は変更になる場合があります。出発前にお渡しする最終日程表にてご確認願います。

帝国ホテル 東京（イメージ） 帝国ホテル 大阪（イメージ） ※お泊まりの季節とは異なります。上高地帝国ホテル（イメージ）


