
※掲載の写真はすべてイメージです。

日本アルプスワインバレー

ワインイメージ

日本アルプスワインバレー

長野県 地域発元気づくり支援金

111 VINEYARD
111ヴィンヤード

【塩尻市（桔梗が原ワインバレー）】

Poggio Verde
ボッジョ・ヴェルデ

【池田町】

DOMAINE HIROKI
ドメーヌ・ヒロキ

【池田町】

うさうさのプチファーム
【大町市・池田町】

Le Milieu
ル・ミリュウ
【安曇野市】

Boono Farm Akashina
ぼーのふぁーむ明科

【安曇野市】

GAKUFARM&WINERY
ガクファーム＆ワイナリー

【松本市】

https://111vineyard.shopinfo.jp/

https://poggioverde.jp/http://domaine-hiroki.wine http://usaputi.com/ https://le-milieu.co.jp/ https://boonofarm.jp/

https://gakufarm.jp/

ぜひ私たちのこだわりのワインを試飲してください。  お待ちしています。
北アルプスワインぶどう研究会

おすすめのポイント
❖長野県元気づくり支援金利用でお手頃金額で
ご参加できます。
❖ソムリエの橋本英和さんと、添乗員が全行程同
行しますので安心してご参加できます。
❖松本駅発着で前後の行程が自由なので予定が
組み立てやすくなっています。
❖20名限定の小グループツアー。

“日本アルプスワインバレー”
松本から安曇野にかけて北アルプスに沿って広がる
ワインの産地です。日本の中でも降雨量が少ない地
域で、日照時間が長く、昼夜の寒暖差があるため、
古くからぶどう栽培の適地とされてきました。これら
の自然条件を生かして【高品質なぶどうとワイン】が
作られています。

北アルプスワインぶどう研究会会長 横山 嘉道

動画を
チェック！！

右記のコードか
らアクセスして
いただくと、北

アルプス安曇野ワインバレーの
紹介動画をご覧いただけます。世界的にも注目されてい

る産地【長野】。
ブドウ栽培発祥の地であ
る北アルプスを美味しい
料理やワインをはじめ五
感で味わっていただける
ツアーです。

JSA認定
ソムリエ・エクセレンス
ワインエキスパート

橋本 英和

旅行
代金

29,300円（税込/2名1室利用/1名様）
JR松本駅集合／解散
●1人部屋利用追加代金 8,000円（税込）

新緑の信州を訪れる
北アルプス山麓ワインツアー
自然の恵みが織りなすワインと食、感動の２日間

旅行期間  2022年 5月28日（土）～29日（日）

週末利用 JR松本駅集合／解散

北アルプスワインツアーへのお誘い

北アルプス山麓ワインツアー
名様
限定20名様
限定20



お問い合わせ・お申し込みは　（ご予約時に旅行条件書をお渡ししますので、ご確認のうえお申込みください）

株式会社クルーズバケーション
TEL：03-6453-6681 FAX：03-6453-9961
総合旅行業務取扱管理者：鶴川武史
E-mail : ttsurukawa@cruisevacation.jp 
営業時間 月～金／10：00～17：00（土・日・祝日休）

旅
行
企
画
・
実
施

共
同
企
画

お
申
し
込
み
・

お
問
合
せ
は

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

〒108-0022 東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦1階
観光庁長官登録旅行業 第一種 第2010号  日本旅行業協会（JATA）会員
https://www.cruisevacation.jp

〒384-0025 長野県小諸市相生町2-2-1
長野県知事登録旅行業 地域-620号
https://and23.co.jp/

〒108-0025 東京都中央区銀座8-18-3 銀座加藤ビル2F
https://swlakadeelab.com

株式会社クルーズバケーション

株式会社アンド23 株式会社sunwell lakadee lab

旅行条件（要約）※お申込みの際に別途お渡しする詳細旅行条件書を十分にお読みください。
●【お申込金】お1人様につきご旅行代金の20％。旅行のお申し込みは所定のお申込書にご記入のうえ、申込
金額を添えてお申込み下さい。申込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として充当します。
●この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。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を締結することになります。募集型企画旅行は当社が契約の
締結を承諾し、申込書と申込金をいただいた時に成立します。
●【旅行代金に含まれるもの】宿泊代金、旅行日程表に明示したバス代金、セミナー代金、（朝食１回、昼食代１
回、夕食1回分含む）、夕食時の指定ワイン代
●【旅行代金に含まれないもの】アルコール類、クリーニング、電話料、インターネット通信料、追加飲食など個

人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料、自宅から集合場所の松本駅・解散場所の松本駅から自宅
の交通費や宿泊費用は含まれません。

●【取消料（旅行開始の前日から起算してさかのぼって解除する場合）】
○２０日前～８日前まで�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�旅行代金の20％
○７日前～2日前�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の30％
○前日�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の40％
○出発日当日�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50％
○無連絡不参加・旅行開始後の解除�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の100％
●【旅行条件基準日】2022年4月1日

日程 スケジュール

5/28
（土）

【午後】

【 夜 】

JR松本駅に集合
専用バスにて、ホテルへ
ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんチェックイン
橋本ソムリエのワインセミナー＆北アルプスワインバレー
の紹介（約60分）
セミナー後、自由行動
温泉、プール、ジム、散策等でお楽しみいただけます
ホテル内レストランにて洋食フルコースの夕食
ANA�ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん泊 ���  

5/29
（日）

【 朝 】

【午後】

ホテルにて朝食後、チェックアウト
専用バスにて、ホテルを出発
池田町ハーブセンター（約30分）
お土産などショッピング
ドメーヌ弘樹訪問（ワイナリー試飲見学・約90分）
見晴らしワインロード散策（約30分）
カフェレストラン「ラトリエ・デ・サンス」で昼食（約120分）
ル・ミリュウ訪問（試飲見学・約90分）
JR松本駅到着後、解散� ����  

◆日程表中のマーク：�朝食・�昼食・�夕食・�食事なし
■最少催行人数：10名様（20名様限定）
■添乗員：同行します（１日目のJR松本駅～２日目のJR松本駅）
■集合場所：JR松本駅 改札前　　
■観光費用に含まれるもの：1日目ワインセミナー
■お食事：朝食：1回、昼食１回、夕食1回　　
■宿泊先：ＡＮＡ ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん（夕朝食付き）
■利用バス会社：北アルプス観光バス
※天候や現地事情により観光の変更、訪問順序が変更される場合がございます。
※松本駅までの交通機関、前泊・後泊の手配など承りますのでご相談ください。

宿泊施設のご案内
「ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」

ご旅行代金（税込／2名1室利用／1名様）

JR松本駅集合／解散 29,300円
1 人 部 屋 利 用 追 加 代 金 8,000円
1 部 屋 3 名 利 用 割 引 代 金 1名様 2,000円

クルーズバケーションコロナ対策ツアー
クルーズバケーションでは国土交通省、観光庁、関連省庁の指針に沿い、ツアーの企画段
階から新型コロナウィルス感染予防に取り組んでいます。ツアー同行の添乗員は出発の7
日前より健康チェック（体温の測定、健康管理）を行います。また、ご参加のお客様には出
発前（7日前前後）にご挨拶と健康に関しての質問等をいたします。出発当日はバスの乗車
前に検温も実施させていただきます。
今回利用のバス会社、宿泊先、立寄り先（昼食先、観光地等）のコロナ対策に関しては各社
ホームページをご覧ください。また、お申し込みのお客様には申込書と一緒にコロナ対策
一覧をお送りします。

https://www.anaihghotels.co.jp/search/hok/hi-kroyn/

北アルプスの自然に囲まれた
マウンテンリゾート
北アルプスの雄大な自然に抱かれ
たANA ホリデイ・インリゾート信濃
大町くろよんは、大切な人との素
敵な思い出が生まれるマウンテン
ホリデーリゾート。館内施設、露天
風呂、温水プール、スポーツジムな
どでお楽しみください。

北アルプスの緑に囲まれた景色
を望み、シェフが地元産の食材を
使って腕をふるいます。
今回は見学していただく北アルプ
スワインぶどう研究会のメンバー
7社の作ったワインにあったオリ
ジナルフルコースをお召し上がり
いただきます。

ホテル中庭

お部屋の一例 プール 露天風呂

※掲載の写真はすべてイメージです。

夕食は北アルプスワインぶどう研究会のワインにあった
オリジナルのフルコースメニューをご用意しています。

メニューの一例

新緑の信州 北アルプスで
わたしたちのワインをお試しください。

ぶどう畑

北アルプスワインぶどう研究会

北アルプスワインぶどう研究会北アルプスワインぶどう研究会

北アルプスワインぶどう研究会

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04：00 06：00 09：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

時間帯の目安 ※交通事情などにより多少変更となる場合がございます。


