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1日目 大阪～鳥取

AM 大阪発

　（ 約3時間 ）

PM 浦富海岸遊覧船、鳥取砂丘、砂の美術館

△三朝温泉

2日目 鳥取～堺

AM 青山剛昌ふるさと館（名探偵コナン）

　（ 約3時間40分 ）

PM 堺HAMONOミュージアム、さかい利晶の杜

百舌鳥･古市古墳群および竹内街道

△堺市

※深夜便での出発可能/新大阪から新幹線での移動可能

3日目 堺/解散

各自、空港又は新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

San'in Kaigan UNESCO Global Geopark & Sakai J-culture
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1日目 大阪～徳島

AM 大阪発

　（ 約2時間 ）

そらの郷

　（ 約2時間 ）

PM 祖谷峡・大歩危・小歩危

△祖谷温泉

2日目

AM 阿波踊り会館

　（約1時間50分）

PM 明石海峡大橋/神戸(神戸先端医療センター、灘の酒蔵、有馬温泉）

又は姫路（姫路城、書寫山圓教寺）

△神戸市

※深夜便での出発可能/新神戸から新幹線での移動可能

3日目 神戸/解散

各自、空港又は新神戸駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

日本の原風景・西阿波とおしゃれな街・神戸
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1日目 大阪～天橋立

AM 大阪発

　（約2時間30分）

PM 伊根、天橋立

△天橋立温泉

2日目 天橋立～京都

　（約1時間30分）

AM 美山

　（約2時間）

PM びわ湖テラス 又は近江八幡水郷巡り

△大津市

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 京都/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

海・森の京都と湖国のインフィニティ
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1日目 大阪～和歌山～高野山

AM 大阪発

　（約2時間30分）

PM 黒潮市場、和歌山城

　（約2時間）

高野山

△高野山宿坊

2日目 高野山～奈良

　（約1時間20分）

AM 橿原神宮（神職の案内付き正式参拝）

　（約1時間）

PM 古都奈良の文化財、奈良公園、春日大社

△奈良泊

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 奈良/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

天空の聖地・高野山といにしえの都・奈良
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1日目 大阪～滋賀

AM 大阪発

　（約1時間50分）

PM 彦根城、近江八幡水郷めぐり、ラコリーナ

△おごと温泉

2日目 滋賀～京都

AM びわ湖テラス

　（約1時間30分）

PM 宇治茶、平等院、伏見

△京都市

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 京都/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

きらめくBIWAKOとお茶のKYOTO
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1日目 大阪～徳島

AM 大阪発

　（約2時間）

鳴門うず潮

　（約2時間）

PM 大塚国際博物館

阿波踊り会館

△徳島

2日目 徳島～和歌山

AM 眉山観光

徳島～和歌山フェリー

　（11:00 / 13:05）

PM 黒潮市場/和歌山城

△和歌山市

※深夜便での出発可能/新神戸から新幹線での移動可能

3日目 和歌山/解散

各自、関西空港又は新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

大阪湾をぐるっと一周、阿波＆紀州

南海フェリーＨＰより抜
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1日目 大阪～伊勢

AM 大阪発

　（約2時間30分）

PM 伊勢神宮（内宮・外宮）、おかげ横丁、ミキモト真珠島

△鳥羽

2日目 伊勢～奈良

　（約2時間30分）

AM 明日香村散策

レンタサイクルでの散策も人気

　（約２時間）

PM 古都奈良の文化財、奈良公園、春日大社

△奈良泊

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 奈良/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

日本人の心と古代ロマンを感じる！！
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1日目 大阪～福井

AM 大阪発

　（約3時間）

PM 永平寺、三國湊、東尋坊

△あわら温泉

2日目 福井～滋賀

　（約1時間10分）

AM 越前大野

　（約1時間50分）

PM 彦根城・叶匠寿庵（和菓子作り）

△大津プリンス

3日目 大津/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

禅のくに越前と湖国おうみ
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1日目 大阪～鳥取～城崎温泉

AM 大阪発

　（ 約3時間 ）

PM 鳥取砂丘、砂の美術館、浦富海岸

　（ 約1時間 ）

△城崎温泉

2日目 城崎温泉～山陰海岸ジオパークドライブ～宮津

AM 玄武洞（地球磁場逆転の発見場所）

山陰海岸ジオパークドライブ

　久美浜・夕日ヶ浦/琴引浜/立岩・経ヶ岬

PM 伊根漁港散策

△天橋立温泉

3日目 宮津～大阪

AM 天橋立ビューランド

獅子崎稲荷神社

PM 大阪へ

　（ 約2時間15分 ）

△大阪泊

※深夜便での出発可能

4日目 大阪/解散

各自、空港又は新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

山陰海岸ジオパークと温泉をめぐる
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1日目 大阪～伊勢～松阪

AM 大阪発

　（ 約２時間 ）

ミキモト真珠島

PM 昼食：海女小屋で海鮮ＢＢＱ

伊勢神宮（外宮・内宮）・おかげ横丁

夕食：松阪牛/すき焼き

松阪泊

2日目 松阪～彦根～大津

AM 松阪発

　（ 約２時間 ）

彦根城

昼食：近江牛/しゃぶしゃぶ

石山寺・叶匠寿庵（和菓子）

おごと温泉泊（懐石）

3日目 大津～京都～神戸

AM 清水寺・金閣寺・東寺（五重塔）

PM 伏見稲荷大社（千本鳥居）

灘の酒蔵

夕食：Kobe Beef

△神戸泊

※深夜便での出発可能

4日目 神戸/解散

各自、空港又は新神戸駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

関西美食ツアー　ブランド牛を食べつくす！
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1日目 大阪～豊岡

AM 大阪発

　（約2時間20分）

出石町散策

昼食：ブランド牛のルーツ・但馬牛

久美浜、玄武洞、城崎温泉外湯めぐり

△城崎温泉（懐石・但馬牛づくし）

2日目 豊岡～鳥取～大阪

AM 豊岡発

　（ 約1時間 ）

但馬御火浦散策

PM 瑞風のお客様が食す「AL MARE」にて昼食

浦富海岸遊覧船、鳥取砂丘、砂丘美術館

△大阪泊

3日目 大阪/解散

各自、空港又は新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

山陰海岸ジオパーク ＆ 美食ツアー
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