THE ROYAL EXPRESS
川井郁子との煌めく音旅

◆ご 出発日／ 2019 年

◆ご 旅行代金／ 2名様1室お一人様

（ 1名様1室お一人様 ＋10,000円 ）

開国の地・幕明けの舞台
下田の夜空に響く美しい音色の協奏

スケジュール

4

◆宿泊施設 ～上質な空間と時間をゆっくりと～

出発から帰着まで車内クルーが
旅のご案内をいたします

下田温泉

下田東急ホテル
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伊豆急下田
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（土） 特急「スーパービュー踊り子」4号
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開国の地・幕明けの舞台 下田の夜空に響く美しい音色の協奏

※下田の海を望む
スーペリアツイン
をご用意いたします。
食事内容
夕

和洋折衷フルコース
朝

和洋ブッフェ

■おとな１名様からお申し込みいただけます（ 中学生以上に限らせて
いただきます）
  ■募集人員 70名 ■最少催行人員 20名
■旅行代金に含まれるもの：行程表に明示した鉄道運賃・料金、往路の車内での食事料金、
アルコールを含む飲料代金、
車内サービス代金のほか、
宿泊費、
ホテルでの食事代
（飲料
代金を除く）
、
イベント参加費およびこれらに関わる消費税を含みます。
■アレルギー対応につきましては、予めツアーデスクにご相談ください。
（対応できない場合もございます）
■車内での服装はスマートカジュアルの着用をおすすめします。
■車内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。
■添乗員は同行いたしませんが、THE ROYAL EXPRESSのクルーが同行いたします。
■当パンフレットの情報は2019年1月10日現在のものです。
■当パンフレット掲載の写真はイメージです。

ご案内

下田の海を一望するガーデンでの
川井郁子の特別ディナーコンサートを
お楽しみください。

／

THE ROYAL EXPRESS
川井郁子との 煌 めく音旅
2019 年 4 月 19日（金）〜 20 日（土）

バス・
トイレ付き洋室

JR横浜
（11：50頃）

伊豆急下田
（15：10頃）

下田市街地に程近い、
風光
明媚な海辺の高台に佇む
リゾートホテル。

宿泊部屋タイプ

ご出発までのひとときをTHE ROYAL CAFE
19
YOKOHAMAでお過ごしください。
（金）

車内では山田チカラ監修のコース料理と
川井郁子が語る音の世界への導き
（特別ディナーコンサートの特別解説）
を
お楽しみください。

75,000円

※中学生以上
（ご出発日時点）
に限らせていただきます。

THE ROYAL CAFE YOKOHAMA （集合）

／

4月 19日（金）

朝 ◯
（ホテル）

※天候等諸事情により行程が変わることがございます。
※ダイヤ改正により、列車名・運転時刻等が変更になることがございます。

より安心してご旅行いただくため、
ご旅行中のけがや事故・盗難に備えて、国内旅行
傷害保険へのご加入をお勧めします。

◆お申し込み〜ご出発までの流れ Webでのお申し込みとなります。募集人員を超えた場合は抽選となります。
Webお申し込み

お申し込み
期間

1月24日
（木）12:00
～ 2月11日
（祝・月）23:59

THE ROYAL EXPRESS公式
ホームページからお申し込みください。
ザ・ロイヤルエクスプレス

検索

トップページ～「NEWS」～
「THE ROYAL EXPRESS
川井郁子との煌めく音旅」
からお申し込みください。
※お申し込み多数の場合は抽選となります。

抽選結果の
ご連絡
2月14日
（木）
以降
当選・落選に関わらず
抽選結果は、
THE ROYAL
EXPRESS
ツアーデスクから
ハガキでお知らせ
いたします。
※ツアーデスクへの抽選結果に
関するお問い合わせはご遠
慮ください。

お申し込みの手続き
ご予約内容が記載された
「旅行案内書」をご送付いたし
ますので、
指定日までの
ご入金をお願いいたします。
ご入金をもってご旅行の
契約が成立となります。
※詳しい旅行条件等を記載した「 取
引条件書」をお送りいたしますので
必ずご確認ください。
※お 支払いはクレジットカードの通信
決済、
銀行振り込みにて承ります。
※ご 旅行の契約成立後のキャンセル
は、
ご出発日の20日前から所定のキ
ャンセル料を申し受けます。

最終日程表の
ご送付

ご出発日
当日

4月12日
（金）
頃

4月19日
（金）

ご出発日当日の
ご集合場所、
ご集合時刻を
記載した
「最終日程表」
をお送り
いたします。

「最終日程表」に
記載されて
おります
時刻までに
ご集合場所へ
お越しください。

※空席がある場合のみ、2月下旬から電話による発売をいたします（詳しくは、
ホームページをご覧ください）

旅行企画・実施
旅行企画・実施

お申込み・問い合わせ
お申込み・問い合わせ
お申し込み
・問い合わせ

〒150-8511 〒150-8511
東京都渋谷区南平台町
東京都渋谷区南平台町
5-6
5-6
観光庁長官登録旅行業第
観光庁長官登録旅行業第
760 号 （一社）日本旅行業協会会員
760 号 （一社）日本旅行業協会会員
総合旅行業務取扱管理者
総合旅行業務取扱管理者
菅原 養子 菅原 養子

TEL.03-6455-0644（10：00～17：00
TEL.03-6455-0644（10：00～17：00
／水・日祝日は定休）
／水・日祝日は定休）
THE ROYAL EXPRESSの
ザ・ロイヤルエクスプレス
ザ・ロイヤルエクスプレス
ホームページはこちら➡

ツアーデスク
ツアーデスク

検索

検索

旅行 のご 案内
TRAVEL GUIDE

旅 の 皆さまだけ に 贈る
川井郁子のTHE ROYAL EXPRESSでの 特別な世界
◆ クラシカルな車内で木のぬくもりを感じる優雅なひとときを
◆

THE ROYAL EXPRESS車内スペシャル企画
川井郁子が語る「音の世界 へ の導き
（特別ディナーコンサートの特別解説）」

◆ 日本の幕明けの地で川井郁子が贈る特別ディナーコンサート

煌めく伊豆。

先賢の偉業をたたえて行われる黒船祭に先駆け、
日本の幕明けの舞台に響きわたる音色
黒船が来航した下田の海を一望し、壮大に煌めく夜空の協奏

◆

旅のフィナーレは、煌めく夜空に輝く花火とともに

美しさ 感じる 旅。
至高の刻
美しさを感じる心が
煌めきます。

世代を超えたふれあい

コンサートの舞台となる海を一望するガーデン

開国の歴史に彩られ、
黎明をもたらした舞台

あなただけの体験と感動が

いにしえから人々が往来した港町下田。1854年には米国ペリー
提督率いる黒船艦隊が下田港に停泊し、下田の了仙寺にて日米

旅と調和する。

和親条約を締結した歴史の幕開けとなった舞台。
下田が日本最初の開港場となり、了仙寺にて黒船艦隊隊員によ
る日本で初の洋楽コンサートが行われるなど、和と洋が最初に出

何か懐かしい

会った場となりました。

つねに新しい

ます。下田東急ホテルのガーデンでは黒船祭の前夜祭が行われ、

伊豆の魅力が
想像力をかき立てる。
THE ROYAL EXPRESS

毎年5月に開港を記念した「黒船祭」が行われ、
今年で80回を迎え
日米の様々な人の交流の場となっています。

了仙寺／下田（ 写真提供：了仙寺）

̶

ヴァイオリニスト／作曲家

川井 郁子

̶

̶

チェロ

Ikuko Kawai

Christopher S. Gibson

香川県出身。東京藝術大学卒業。同大学院修了。現在、
大阪芸術大
学（演奏学科）教授。指揮者チョン・ミョンフンや、
テノール歌手ホセ・
カレーラスなどの世界的音楽家たちと共演。2008年ニューヨークの
カーネギーホール公演にてアメリカデビュー。2013年映画「北のカ
ナリアたち」で第36回日本アカデミー賞・最優秀音楽賞を受賞。デ
ビュー15周年の2015年には、
パリ・オペラ座公演を成功させ、国内
外を問わず、精力的に活動している。

旅にご参加いただいた方の特典
豪華賞品が当たるじゃんけん大会や
川井郁子との記念撮影会を開催します。

̶

クリストファー 聡 ギブソン

̶

尺八・琵琶

長須 与佳

̶

Tomoka Nagasu

