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悠久の刻を越えて
その地と共鳴する記憶が
心に深く刻まれる

田貫湖から望む富士山

DON HEARTS
列車に想いを込めた情熱
そこにあるのはオンリーワンの旅舞台
地域を煌めかせ
あなただけの体験と感動の旅
煌めく列車に揺られながら
美しさ 感じる、旅。

美しさ、煌めく 旅。

出発日／2022年10月22日(土)・
     10月29日(土)・11月5日(土)
                              （2泊３日）
出発地／東京
到着地／横浜
食事回数／朝2昼3夕2
最少催行人員／10名
バス運行会社／伊豆箱根バス
　　　　　　　株式会社

長野・軽井沢

懐かしく新しいそして楽しい、しなの鉄道の観光列車ろくもんの一刻。長野県産の木材
をふんだんに使った職人の技術、信州の山の幸を感じる料理、そして雄大にそびえる
山 を々望むオンリーワンの旅をお楽しみください。

碧く煌めく信州の旅
軽井沢の北に雄大にそびえる浅間山の麓に佇む「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」。
テラスでのコーヒー、木々に囲まれたダイニングでのディナーなど、自然とマリアージュした
この場所にしかない特別な体験をお届けします。

THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田

ホテルメトロポリタン
長野

ウェルカム
セレモニー 軽井沢駅長野駅

ろくもん

竹葉亭 創作和食料理

THE HIRAMATSU
軽井沢 御代田
（宿泊）

10：30頃 12：10頃 12：20頃 13：30頃発 15：45頃着

長野駅東京駅
食事

昼（車内）・夕

1日目
北陸新幹線
（グリーン車）

THE
ROYAL
BUS

※写真は全てイメージです。

ROKUMON  ～碧く煌めく信州～

＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程または座席が変わることがございます。

出発日と旅行代金

2022年10月22日（土）・10月29日（土）・11月5日（土）出発 
（2泊3日／お一人様あたり） 
［DON HEARTS TRAINで巡る煌めく旅］

１名様１室

590,000円

3名様１室 ２名様１室

435,000円 435,000円

THE HIRAMATSU
軽井沢 御代田1泊目

デラックスツイン・
スカイビュー

修善寺温泉 あさば2泊目 和室または和洋室

宿 部屋タイプ

感動や楽しさが詰まっているTHE ROYAL EXPRESS。温もりのある天然素材や開放感を高めるガラスなどをふんだんに使い、古今東西の様式やデザインを曼荼羅のように組み
合わせたオンリーワンの旅舞台。最高の素材と技術の粋が散りばめられ懐かしくて新しいクラシックな空間の中で、美しい、煌めきの旅をお楽しみください。

美しさ、煌めく 旅。
美しい山 と々清流に包まれて

里山の美食　～Terroir 愛と胃袋～

かつて甲州街道の宿場として
賑わった「長澤宿」に現存する
築1 7 0年の古民家レストラン
「Terroir 愛と胃袋」
豊かな自然の営みと大切に育て
られた旬の食材を主役にし、お
店をかたちづくるスタッフや家族、
生産者、地域のみなさん、そして、
豊かな自然環境とともに、胃袋を
通した愛の物語をつむいでいき
たい、そんな想いが込められた
鈴木シェフの料理をお楽しみくだ
さい。

「富士山ビュー特急」は世界文化遺産である富士山に一番近い鉄道から雄大な富士を望める特別な
列車。ゆったりとした懐かしい移動空間で、木を活かした心温まる色・形・素材で、デザインされた車内。
雄大な富士山と豊かな自然が織りなす四季の移ろいを眺めながら特別な一刻をお過ごしください。

河口湖駅大月駅
富士山ビュー特急 修善寺温泉

あさば
（宿泊）

9：00頃発 10：40頃 11：30頃～ 15：50頃着14：50頃発

清里周辺観光 里山の美食
「Terroir愛と胃袋」

食事
朝・昼・夕

2日目

THE ROYAL BUS
THE ROYAL LOUNGE
YOKOHAMA

フェアウェル
セレモニー

修善寺温泉
あさば

10：00頃発 11：30頃発 15：00頃着

横浜駅
THE ROYAL EXPRESS

羅漢 和食コース料理
河津駅

食事
朝・昼（車内）

3日目 THE
ROYAL BUS

ATSUSHI KUBOTA

THE HIRAMATSU
軽井沢 御代田

＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程または座席が変わることがございます。＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程または座席が変わることがございます。
※写真は全てイメージです。

山梨・富士山FUJISAN VIEW EXPRESS  ～美しい山 と々清流に包まれて～ 静岡・伊豆THE ROYAL EXPRESS  ～美しさ、煌めく 旅。～



DON HEARTS
列車に想いを込めた情熱
そこにあるのはオンリーワンの旅舞台
地域を煌めかせ
あなただけの体験と感動の旅
煌めく列車に揺られながら
美しさ 感じる、旅。

美しさ、煌めく 旅。

出発日／2022年10月22日(土)・
     10月29日(土)・11月5日(土)
                              （2泊３日）
出発地／東京
到着地／横浜
食事回数／朝2昼3夕2
最少催行人員／10名
バス運行会社／伊豆箱根バス
　　　　　　　株式会社

長野・軽井沢

懐かしく新しいそして楽しい、しなの鉄道の観光列車ろくもんの一刻。長野県産の木材
をふんだんに使った職人の技術、信州の山の幸を感じる料理、そして雄大にそびえる
山 を々望むオンリーワンの旅をお楽しみください。

碧く煌めく信州の旅
軽井沢の北に雄大にそびえる浅間山の麓に佇む「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」。
テラスでのコーヒー、木々に囲まれたダイニングでのディナーなど、自然とマリアージュした
この場所にしかない特別な体験をお届けします。

THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田

ホテルメトロポリタン
長野

ウェルカム
セレモニー 軽井沢駅長野駅

ろくもん

竹葉亭 創作和食料理

THE HIRAMATSU
軽井沢 御代田
（宿泊）

10：30頃 12：10頃 12：20頃 13：30頃発 15：45頃着

長野駅東京駅
食事

昼（車内）・夕

1日目
北陸新幹線
（グリーン車）

THE
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※写真は全てイメージです。

ROKUMON  ～碧く煌めく信州～

＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程または座席が変わることがございます。

出発日と旅行代金

2022年10月22日（土）・10月29日（土）・11月5日（土）出発 
（2泊3日／お一人様あたり） 
［DON HEARTS TRAINで巡る煌めく旅］

１名様１室

590,000円

3名様１室 ２名様１室

435,000円 435,000円

THE HIRAMATSU
軽井沢 御代田1泊目

デラックスツイン・
スカイビュー

修善寺温泉 あさば2泊目 和室または和洋室

宿 部屋タイプ

感動や楽しさが詰まっているTHE ROYAL EXPRESS。温もりのある天然素材や開放感を高めるガラスなどをふんだんに使い、古今東西の様式やデザインを曼荼羅のように組み
合わせたオンリーワンの旅舞台。最高の素材と技術の粋が散りばめられ懐かしくて新しいクラシックな空間の中で、美しい、煌めきの旅をお楽しみください。

美しさ、煌めく 旅。
美しい山 と々清流に包まれて

里山の美食　～Terroir 愛と胃袋～

かつて甲州街道の宿場として
賑わった「長澤宿」に現存する
築1 7 0年の古民家レストラン
「Terroir 愛と胃袋」
豊かな自然の営みと大切に育て
られた旬の食材を主役にし、お
店をかたちづくるスタッフや家族、
生産者、地域のみなさん、そして、
豊かな自然環境とともに、胃袋を
通した愛の物語をつむいでいき
たい、そんな想いが込められた
鈴木シェフの料理をお楽しみくだ
さい。

「富士山ビュー特急」は世界文化遺産である富士山に一番近い鉄道から雄大な富士を望める特別な
列車。ゆったりとした懐かしい移動空間で、木を活かした心温まる色・形・素材で、デザインされた車内。
雄大な富士山と豊かな自然が織りなす四季の移ろいを眺めながら特別な一刻をお過ごしください。

河口湖駅大月駅
富士山ビュー特急 修善寺温泉

あさば
（宿泊）

9：00頃発 10：40頃 11：30頃～ 15：50頃着14：50頃発

清里周辺観光 里山の美食
「Terroir愛と胃袋」

食事
朝・昼・夕

2日目

THE ROYAL BUS
THE ROYAL LOUNGE
YOKOHAMA

フェアウェル
セレモニー

修善寺温泉
あさば

10：00頃発 11：30頃発 15：00頃着

横浜駅
THE ROYAL EXPRESS

羅漢 和食コース料理
河津駅

食事
朝・昼（車内）

3日目 THE
ROYAL BUS

ATSUSHI KUBOTA

THE HIRAMATSU
軽井沢 御代田

＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程または座席が変わることがございます。＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程または座席が変わることがございます。
※写真は全てイメージです。

山梨・富士山FUJISAN VIEW EXPRESS  ～美しい山 と々清流に包まれて～ 静岡・伊豆THE ROYAL EXPRESS  ～美しさ、煌めく 旅。～

THE ROYAL BUS

FUJISAN VIEW EXPRESS

THE ROYAL EXPRESS

ROKUMON

Don Design Associates  ～水戸岡鋭治からの贈り物～THE ROYAL EXPRESS  ～DON HEARTS～

車内の料理（昼食） ご宿泊
ROKUMON THE ROYAL EXPRESS THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 修善寺温泉 あさば

ろくもんでの昼食は長野県千曲市の竹葉亭の創作
和食料理。長野県の四季折々の食材をふんだんに
使った真心こめた料理をお楽しみください。

中伊豆の名店「羅漢」の加藤敦子氏が車内で心を込
めて腕を振るいます。移ろう季節を表現した絵画の
ような盛り付けとこだわり抜いた伊豆の味覚をお楽
しみください。

遠く八ヶ岳連峰を眺め、森の中に流れる、穏やかな
時間を感じていただけます。
◆食事内容
夕：フランス料理　朝：洋食

あふれる緑の山々と美しい川が流れる伊豆修善寺の
名宿でおくつろぎください。
◆食事内容
夕：和会席　朝：和食

※写真は全てイメージです。

3日間の旅を音楽で彩る音旅演出家®
「大迫淳英」
3つの水戸岡列車それぞれのシーンを
音楽とともに感動の舞台へと導きます。
ヴァイオリニスト：大迫 淳英
ピアニスト：傳 かおり

～音旅～



感動や楽しさが詰まっているTHE ROYAL EXPRESS。温もりのある天然素材や開放感を高めるガラスなどをふんだんに使い、古今東西の様式やデザインを曼荼羅のように組み
合わせたオンリーワンの旅舞台。最高の素材と技術の粋が散りばめられ懐かしくて新しいクラシックな空間の中で、美しい、煌めきの旅をお楽しみください。

美しさ、煌めく 旅。
美しい山 と々清流に包まれて

里山の美食　～Terroir 愛と胃袋～

かつて甲州街道の宿場として
賑わった「長澤宿」に現存する
築1 7 0年の古民家レストラン
「Terroir 愛と胃袋」
豊かな自然の営みと大切に育て
られた旬の食材を主役にし、お
店をかたちづくるスタッフや家族、
生産者、地域のみなさん、そして、
豊かな自然環境とともに、胃袋を
通した愛の物語をつむいでいき
たい、そんな想いが込められた
鈴木シェフの料理をお楽しみくだ
さい。

「富士山ビュー特急」は世界文化遺産である富士山に一番近い鉄道から雄大な富士を望める特別な
列車。ゆったりとした懐かしい移動空間で、木を活かした心温まる色・形・素材で、デザインされた車内。
雄大な富士山と豊かな自然が織りなす四季の移ろいを眺めながら特別な一刻をお過ごしください。
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和食料理。長野県の四季折々の食材をふんだんに
使った真心こめた料理をお楽しみください。

中伊豆の名店「羅漢」の加藤敦子氏が車内で心を込
めて腕を振るいます。移ろう季節を表現した絵画の
ような盛り付けとこだわり抜いた伊豆の味覚をお楽
しみください。

遠く八ヶ岳連峰を眺め、森の中に流れる、穏やかな
時間を感じていただけます。
◆食事内容
夕：フランス料理　朝：洋食

あふれる緑の山々と美しい川が流れる伊豆修善寺の
名宿でおくつろぎください。
◆食事内容
夕：和会席　朝：和食
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3日間の旅を音楽で彩る音旅演出家®
「大迫淳英」
3つの水戸岡列車それぞれのシーンを
音楽とともに感動の舞台へと導きます。
ヴァイオリニスト：大迫 淳英
ピアニスト：傳 かおり

～音旅～

※写真は全てイメージです。

目の前に世界遺産富士山を望む露天風呂付き客室は、
わずか8室で全てスイートルーム。モダンで高級感あふ
れる佇まいは、まるで美術館のよう。富士山と駿河湾を
眺めながら、素敵なひとときをお過ごしください。

富岳群青世界遺産富士山を望む

富岳群青
(宿泊)JR横浜

11：50頃発

伊豆急
下田

15：10頃着

THE ROYAL EXPRESS

旬香亭監修 洋食コース料理

フレンチ 懐石料理

和食

17：00頃

三島

15：30頃着

無上帑
（昼食）

12：30頃～

東京

（解散）*1

食事
昼（車内）・夕

1日目

食事
朝・昼

2日目

11：00頃

THE ROYAL LOUNGE
YOKOHAMA

富岳群青

8：45頃

ウェルカム
セレモニー

１０：３０頃着

清水港

９：２０頃発

土肥港

秋の富士山紀行 クルーズプラン 行程

※1 三島-東京間は途中下車での解散が可能です。
＊天候・ダイヤ改正等諸事情により行程または座席が変わることがございます。

出発日と旅行代金 ［秋の富士山紀行 クルーズプラン］（1泊2日／お一人様あたり） 
2022年11月21日（月）・11月25日（金）出発 
宿 ４名様１室 ３名様１室 ２名様１室 １名様１室

富岳群青 露天風呂付きスイートルーム（　1～2名様　　3～4名様） 195,000円195,000円 195,000円 260,000円

部屋タイプ

悠久の刻を越えた

世界に誇る名峰

伝統的な文化と芸術を感じる

美しさ、煌めく旅

秋の富士山紀行
クルーズプラン

横浜駅

SHIZUOKA

伊豆急下田駅

土肥

１日目
2日目

KANAGAWA
THE ROYAL EXPRESSがお届けする秋の世界文化遺産富士山の旅。
古くから日本人が愛した富士を望む西伊豆の名宿「富岳群青」、船上からの絶景を大迫淳英氏の音楽と
ともに堪能する「駿河湾クルーズ」、富士山の麓「無上帑」での優雅な昼食など自然が織りなす美しい芸術
を存分にお楽しみください。

旅の見どころ

船上から雄大な富士山を海岸線から頂
上まで一望できる駿河湾フェリークルー
ジング。船内の特別室を貸切にて大迫淳
英氏の特別ミニコンサートをお楽しみく
ださい。

駿河湾フェリー

そのほとんどが富士山の湧水からなる世
界遺産構成資産「白糸の滝」。岩壁の間か
ら白い絹糸のように流れる白糸の滝の優
しく美しい景観をお楽しみください。

白糸の滝

美しく輝く
黄金崎

～特別室貸切～
大迫淳英氏

船上ミニコンサート

駿河湾フェリー
クルーズ 白糸の滝

～世界遺産構成資産～

東海道新幹線
（グリーン車）

THE ROYAL BUS

伝統的な日本建築を基に建てられた美
しく風格のある「無上帑」。ご昼食は、駿
河湾の地魚料理。絵画のような富士山を
眺めながら贅沢な時間をお過ごしくださ
い。

無上帑清水
三島駅

新横浜駅

富士

至東京駅

寝具の種類…　　：ベッドタイプ　　：布団タイプ


