広報部

２０２１年１２月２９日

観光特急「しまかぜ」の個室で日本料理またはスイーツを楽しんでいただく
プレミアムツアーを発売します！
～宿泊プランでは「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」のご宿泊とコース料理をご堪能いただけます～

近鉄では、いつもと違う贅沢な休日の過ごし方のご提案として、観光特急「しまかぜ」の個室を利用
し、宿泊と日帰りで極上の旅をお楽しみいただけるプレミアムツアーを発売します。
宿泊コースでは、大阪上本町駅と京都駅から、日帰りコースでは、大阪難波駅と京都駅から、それぞ
れご出発いただける４コースを設定します。宿泊コースでは、往路に「しまかぜ」の個室で「大和屋」
や「懐石 辻留」の日本料理を味わっていただき、さらに「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」でのご宿
泊およびコース料理がセットになっています。また、日帰りコースでは、復路に「しまかぜ」の個室で
「五感」の特別スイーツセットをお楽しみいただけます。各コースとも1日２組限定で発売します。
この機会に、乗ること自体が楽しみとなる「しまかぜ」での贅沢な食事や、優雅なホテルでの至福のひ
と時をお楽しみいただければと考えています。
詳細は別紙のとおりです。
【ツアーのポイント】
１．宿泊コース（Ａコース：大阪上本町駅発、Ｂコース：京都駅発）
・出発前にホテルでドリンクサービスを提供
提供ホテル

…

Ａコース：シェラトン都ホテル大阪
Ｂコース：都ホテル 京都八条

「大和屋」

「懐石 辻留」

・往路「しまかぜ」個室にて、
「大和屋」
「懐石 辻留」による、
松阪牛や伊勢海老など沿線食材を使った日本料理を堪能
・
「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」に宿泊
（夕朝食・賢島駅からホテル間の送迎付き）
・パークアンドライドサービスで、ホテルの駐車場を最大２日間利用可能
または、ご自宅から出発駅間にて、ハイヤー仕様車送迎サービスを用意

「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」

２．日帰りコース（Ｃコース：大阪難波駅発、Ｄコース：京都駅発）
・復路「しまかぜ」個室にて、
「五感」による三重県産の抹茶や、
フルーツを活かした特別なスイーツセットを堪能
「五感」

３．全コース共通
・「しまかぜ」車内でのフリードリンクサービス
（一部お選びいただけないメニューがあります）
・「しまかぜ」個室専属アテンダントによるおもてなし

観光特急「しまかぜ」と個室
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別 紙
「観光特急『しまかぜ』～食事付きプレミアムツアー」の概要
１．実施期間 ２０２２年２月１日（火）～３月１６日（水）
２．発売期間 ２０２２年１月５日（水）～３月１日（火）
３．宿泊コース
（１）設定コース・旅行代金（※小児設定はありません）
【A コース】
（大阪上本町駅発、往路「しまかぜ」個室利用）
個室での日本料理・
「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」宿泊
２名１組（２名さま分） １７９，０００円 ～ ２１２，０００円
３名１組（３名さま分） ２６０，９９０円 ～ ２９９，９８０円
【B コース】
（京都駅発、往路「しまかぜ」個室利用）
個室での日本料理・
「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」宿泊
２名１組（２名さま分） １８１，０００円 ～ １９０，０００円
３名１組（３名さま分） ２６３，９９０円 ～ ２７２，９８０円
＜ツアー行程＞
【A コース／大阪上本町駅発】
【Ｂコース／京都駅発】
シェラトン都ホテル大阪・都ホテル 京都八条（ドリンクサービス）- - 大阪上本町駅（１０：４３発）
・
京都駅（１０：００発）＋＋「しまかぜ」
（個室で日本料理）＋＋ 賢島駅※１（大阪便１３：０３着・
京都便１２：４７着）- -「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」※２（宿泊、夕朝食付）- - 賢島駅＋＋
（各自※３）＋＋大阪上本町駅・京都駅
※１ 往路「しまかぜ」は、伊勢市駅～賢島駅間のお好きな駅で降車できます。
※２ 賢島駅と「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」間の移動は送迎車をご利用いただけます。
※３ 往路指定の「しまかぜ」以外の特急列車にご乗車の場合は、別途特急券が必要です。

（２）サービス内容
①「しまかぜ」個室内で提供するサービス
・専属アテンダントによるおもてなし
・フリードリンクサービス
（一部お選びいただけないメニューがあります）
・特別メニューのご提供
Ａコースでは「大和屋」による河内合鴨や松阪牛などを使用した会席料理を、Ｂコースでは
「懐石 辻留」による伊勢海老などを使用した特別御膳を提供します。
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≪日本料理≫

「大和屋」
（Ａコース）
明治１０年大阪 宗右衛門町で創業。豊かな風土と町人文

料理の写真

化の中で育まれた上方料理とともに愛されてきた料亭「南

お品書き

地 大和屋」の味と技を受け継いでいます。

奈良県桜井市三輪「三諸杉醸造元 今西酒造㈱」製造の、
大和屋オリジナル純米吟醸酒「季（とき）のしずく」と一
緒にご賞味下さい。
会席料理（イメージ）

「懐石 辻留」
（Ｂコース）
明治３５年創業。京都 東山三条に看板を掲げる「懐石
辻留」は、店自体に客席を持たずお茶席などに料理人が
出向いて懐石料理をつくる、出張料理専門の茶懐石料理
の名店。
「旬のものを使う」、
「素材の持ち味を生かす」、
「親切心
や心配りをもって調理する」懐石料理の基本をもとに作
特別御膳（イメージ）

り上げた料理をご提供します。

②「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」へのご宿泊
広々としたスイートルームにご宿泊いただきます。お部屋のリビングからは、伊勢志摩の自然
や壮大な夕陽をご覧いただけます。また、ホテルでの夕食および朝食も含まれております。

スイートルーム（イメージ）

レストラン（イメージ）

【夕食】
（選択制）
・フレンチレストラン「ラ・メール」にてコース料理「エレガンス」
・和食「浜木綿」にて「美し国会席 華」
【朝食】
（選択制）
・フレンチレストラン「ラ・メール」にて「ブレックファスト」
・和食「浜木綿」にて「朝餉（あさげ）膳」
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コース料理（イメージ）

③ホテルでの出発前ドリンクサービス
大阪上本町駅・京都駅の出発前に、以下のホテルにてドリンク（※）をお楽しみいただけます。
・A コース
シェラトン都ホテル大阪
「レストラン＆ラウンジ eu（ゆう）」または「カフェ＆グルメショップ カフェベル」

・B コース
都ホテル 京都八条 「ダイニングカフェ&バー ロンド」
※一部お選びいただけないメニューがあります。
④ご自宅から出発駅までの移動手段（選択制）
a）パークアンドライドサービス
ホテル内の駐車場を、入庫から最大 2 日間ご利用いただけます。
ご利用駐車場 … A コース：シェラトン都ホテル大阪

B コース：都ホテル 京都八条

b）ハイヤー仕様車送迎サービス
ご自宅から出発駅（最寄駅の都ホテル）間にて、往復ご利用いただけます。
ご利用タクシー会社 … A コース：近鉄タクシー

B コース：ヤサカタクシー

※片道５，０００円分までご利用いただけます。

４．日帰りコース
（１）設定コース・旅行代金（※小児設定はありません）
【C コース】
（大阪難波駅発、復路「しまかぜ」個室利用）
2 名１組（２名さま分） ３１，０００円
３名１組（３名さま分） ４２，０００円
【D コース】
（京都駅発、復路「しまかぜ」個室利用）
2 名１組（２名さま分） ３３，０００円
３名１組（３名さま分） ４５，０００円
＜ツアーの行程＞
【C コース／大阪難波駅発】【D コース／京都駅発】
（復路「しまかぜ」利用）
大阪難波駅・京都駅＋＋（各自※１）＋＋ 賢島駅 - -（自由行動）- - 賢島駅※２（大阪便１６：００発・
京都便１４：５０発）＋＋「しまかぜ」（個室でスイーツセット）＋＋ 大阪難波駅（平日１８：２３着／
土休日１８：２１着）
・京都駅（１７：３５着）
※１ 復路指定の「しまかぜ」以外の特急列車にご乗車の場合は、別途特急券が必要です。
※２ 復路「しまかぜ」のご利用は、伊勢市駅～賢島駅間のお好きな駅で乗車できます。

4

（２）サービス内容
「しまかぜ」個室で提供するサービス
① 専属アテンダントによるおもてなし
② フリードリンクサービス（一部お選びいただけないメニューがあります）
③ 特別メニューのご提供
Ｃ・Ｄコースでは、
「五感」による三重県産の抹茶やフルーツを活かした特別なスイーツセ
ットを提供します。

≪スイーツセット≫
「五感」
（Ｃ・Ｄコース）
大阪・北浜に本館をかまえる「五感」は、創業以来、
できうる限り国産の素材にこだわり日本人の心に響く
洋菓子を追求した洋菓子店です。
今回、三重県 川原製茶の「伊勢乃国抹茶」を使用した
ブリュレや、三重県産の苺のショートケーキなど、
「し
スイーツセット（イメージ）

まかぜ」特別スイーツセットをご用意しました。

５．コースご利用時のご案内事項
・各コースの乗車券は、松阪駅～賢島駅間をフリー区間として乗降していただけます。
（なお、「しまかぜ」は松阪駅には停車しません。
）
・ Ａ、Ｃコースの出発日は、火曜日を除きます。
・ Ｂ、Ｄコースの出発日は、火曜日と木曜日のみとなります。
・ 乗車券は、2 日間有効のため、C、D コースでも前泊に対応可能です。
（現地での宿泊施設は、お客さまご自身での手配となります。
）
・ 他駅からの設定はありません。
・ 旅行代金には、往復の運賃、片道の「しまかぜ」特急料金・特別車両料金・個室料金、
各種サービス利用料金および諸税などが含まれます。
6．申込方法
お申込みはＷＥＢのみで、近鉄ホームページ上「おすすめのツアー」ページにて、１月５日（水）
午前１０時から受付を開始します。
https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/ekicho/
【SDGs への貢献】
沿線の観光振興 （８．働きがいも経済成長も）
沿線の活性化、価値向上 （１１．住み続けられるまちづくりを）
近鉄グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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