
 

 

          第 31期竜王戦七番勝負 
        第５局〔和倉温泉対局〕・第６局〔指宿対局〕 

        特別観戦ツアー 
 

 

通算 100期の偉業達成がかかる羽生善治竜王と、初挑戦初タイトルを狙う広瀬章人八段が激突する〔第

31 期竜王戦 七番勝負〕。開幕以来、毎局、目の離せない大熱戦が続いていますが、12 月に入ると、い

よいよ第 5局・第 6局の大詰めを迎えます。 

第 5 局＇石川・和倉温泉対局（と第 6 局＇鹿児島・指宿対局（は、いずれも日本を代表する名旅館が決戦

の舞台。そこで、最高位のタイトル戦を最高のおもてなしの中で体験する特別観戦ツアーを募集します。 

旅行募集 読売旅行大手町営業所 

 

 

 

［至高の観戦ツアー］には、ココにしかない僥倖がある 

①対局室の緊迫感に身を置く僥倖 

「至高の竜王戦」観戦ツアー参加者の方には、対局初日朝の〔初手〕、夕方の〔封じ手〕と２日目朝の〔開封〕の場面を、

対局室の中でご見学いただきます。ふだんは決して入ることのできない対局室。息をするのも憚られるほどの緊迫した空

気が張り詰めるなか、両対局者の一挙手や表情の変化、静寂に響く駒音を間近で体感していただきます。 

②軽妙トークに、指導対局、納得の大盤解説 

対局初日の午前は、同行棋士による「トーク＆特別解説」にご参加いただきます。竜王戦の裏話や、対局者情報も交え

て、対局観戦の“ウォーミングアップ”をお楽しみ下さい。午後は、同行棋士による「指導対局」を。棋力アップのチャンス

です。 

③棋士といっしょに「将棋メシ」を召し上がれ 

対局中２日間の昼食は、立会人や解説棋士ら、帯同棋士といっしょに楽しんでいただきます。棋士とふれあいながらの

「将棋メシ」ランチは、心に残る旅の思い出になることでしょう。対局者が注文した「勝負メシ」も味わえるかもしれません。 

また、夕食は両館の料理人が腕によりをかけた郷土色豊かな味覚の数々が並びます。 

 

④名旅館のおもてなしと名湯を満喫 

第 5 局と第 6 局は、いずれも日本を代表する名旅館が舞台。景観や施設のすばらしさはもとより、何より利用者から高い

評価を集めているのは、そのホスピタリティーの高さです。随所に心配りされた、おもてなしの心を心行くまで満喫して下さ

い。さらに、様々に趣向を凝らしたお湯自慢も両館に共通した魅力。名湯に身を浸して、対局観戦の緊張感をほぐせば、

“至高の安らぎの夜”が待っています。 
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第５局 〔和倉温泉対局〕  

 

 

 

 

対局日： 12月 4日(火)・5日(水) 

“おもてなし日本一”の名旅館 

 

 

 

 

■竜王戦第 5局 特別観戦ツアー 
 日   時： 12月 3日(月)～6日(木) ――現地集合・現地解散 

 ご 宿 泊： 和倉温泉 加賀屋 ＇石川県七尾市和倉町ヨ部 80番地（ 

 同行棋士： 三枚堂 達也 六段 

   頼本 奈菜  女流１級 
 

 旅行代金： 125,450円＇税サ込：2名様 1室料金（ 

 募集定員： 10組 20名 

 食   事： 朝食 3回・昼食 2回・夕食 3回 

 お 泊 り： 加賀屋 「能登本陣」を予定しています。 

 添 乗 員： 同行いたします。 
 

その他の宿泊プラン 
●12月 3日(月)～4日(火) 1泊 2日 63,650円 

●12月 3日(月)～5日(水) 2泊 3日 98,300円 

 

 【ツアー・スケジュール】 

12月 3日(月) 
16:00までに 現地、加賀屋にご集合下さい。 

＇お部屋は 15:00からご利用いただけます（ 

18:30 ご夕食 

12月 4日(火) 

 ご朝食 
8:30～ 対局室＇20階「天游」（にご集合～初手見学会 
9:00 開局 
9:30 トーク＆特別解説    ～コンベンションホール「白鳳」 
12:00 ふれあいランチ 
14:00 指導対局＆特別解説 ～コンベンションホール「白鳳」 
17:45 対局室にご移動 ～封じ手見学会 
18:30～ ご夕食 

12月 5日(水) 

 ご朝食 
8:30～ 対局室＇20階「天游」（にご集合～開封見学会 
9:00 開封 
9:30～ 大盤解説会 ～コンベンションホール「白鳳」 
12:30 ふれあいランチ 
13:30～ 終局 大盤解説会 ～コンベンションホール「白鳳」 
終局後 ご夕食 

12月 6日(木) 
 ご朝食 

朝食後 自由解散＇お部屋は 10:00までご利用いただけます（ 

https://www.kagaya.co.jp/


 

 

第６局 〔指宿対局〕  

 

 

 

 

対局日： 12月 12日(水)・13日(木) 

 

 

 

 

 

■竜王戦第６局 特別観戦ツアー 
 日   時： 12月 11日(火)～14日(金) ――羽田空港発着 

 ご 宿 泊： 指宿白水館 ＇鹿児島県指宿市知林の里（ 

 同行棋士： 飯島 栄治 七段 

   高浜 愛子 女流 2級 
 

 旅行代金： 120,000円＇税サ込：2名様 1室料金（ 

 募集定員： 10組 20名 

 食   事： 朝食 3回・昼食 2回・夕食 3回 

 お 泊 り： 指宿白水館 「薩摩客殿」を予定しています。 

 添 乗 員： 同行いたします。 
 

 【ツアー・スケジュール】 

12月 11日(火) 
 羽田空港＇７時～12 時 30 分発（-鹿児島空港＇9 時～14 時

30分着（-空港リムジンバス-ホテル送迎車-指宿白水館 

19:00～ 前夜祭にご参加 

12月 12日(水) 

 ご朝食 
8:30～ 対局室＇離宮 706（にご集合～初手見学会＇10名様（ 
9:00 開局 
9:30 トーク＆特別解説 
12:00 ふれあいランチ 
14:00 指導対局＆特別解説 
17:45 対局室にご移動 ～封じ手見学会＇10名様（ 
18:30～ ご夕食 

12月 13日(木) 

 ご朝食 
8:30～ 対局室＇離宮 706（にご集合～開封見学会＇10名様（ 
9:00 開封 
10:00～ 大盤解説会 ～薩摩伝承館「維新の間」 
12:30 ふれあいランチ 
13:30～ 終局 大盤解説会 ～薩摩伝承館「維新の間」 
終局後 ご夕食 

12月 14日(金) 
 ご朝食 

 指宿白水館-ホテル送迎車-空港リムジンバス-鹿児島空港

＇14時～20時発（-羽田空港＇16時～22時着（  

 

 

http://www.hakusuikan.co.jp/


 

 

第６局が実施されない場合の特別プログラム 

新竜王セレブレーション 
 

七番勝負が第 5局で決着し、第 6局が実施されない場合は、 

新竜王をお祝いする特別プログラムを実施します。 

対局とはひと味違った将棋の楽しみ方をご提案します。 

 

■竜王戦第６局 特別プログラム参加ツアー 
 日   時： 12月 11日(火)～14日(金) ――羽田空港発着 

 ご 宿 泊： 指宿白水館 ＇鹿児島県指宿市知林の里（ 

 参加予定棋士： 新竜王＇羽生善治現竜王か広瀬章人八段のいずれか（ 

   第 6局立会人： 屋敷 伸之 九段 

   日本将棋連盟常務理事 

        ：鈴木 大介 九段 ほか 
 

 旅行代金： 120,000円＇税サ込：2名様 1室料金（ 

 募集定員： 10組 20名 

 食   事： 朝食 3回・昼食 2回・夕食＇祝賀パーティー（3回 

 お 泊 り： 指宿白水館 「薩摩客殿」を予定しています。 

 添 乗 員： 同行いたします。 

 

 【ツアー・スケジュール】 

12月 11日(火) 
 羽田空港＇7時～12時 30分発（-鹿児島空港＇9時～14時 30

分着（-空港リムジンバス-ホテル送迎車-指宿白水館 

18:00 新竜王お祝いパーティー 

12月 12日(水) 

 ご朝食 

9:00～ 対局室＇離宮 706（にご集合 
～新竜王ふれあいのつどい 

  ・再現対局場で新竜王と記念対局・撮影会 
    ・新竜王と立会人による〔七番勝負プレイバック〕ほか 

12:00 ふれあいランチ 

13:00～ ～自由行動～ 

18:30 ご夕食 

12月 13日(木) 

 ご朝食 

9:00～ 知覧観光 

     ・武家屋敷通り～特攻平和記念会館 

  

12:00 ふれあいランチ 

13:00～ ～自由行動～ 

18:30 ご夕食 

12月 14日(金) 
 ご朝食 
 指宿白水館-ホテル送迎車-空港リムジンバス-鹿児島空港＇14

時～20時発（-羽田空港＇16時～22時着（ 



 

 
〔旅行傷害保険〕 任意の旅行傷害保険をお勧めしております。詳細はお問い合わせ下さい。 

〔お取消手数料〕  万一お取消の場合、下記のお取消手数料を申し受けます。お電話のみにて取消のお手続きをお承り致します。 

 お取消料 

申込日～出発 21日前まで 無料 

20～8日前まで 20％ 

7～2日前まで 30％ 

前日 40％ 

当日 50％ 

    ※無連絡丌参加または旅行開始後の取消は 100％ 

〔ご旅行条件(要旨)〕 別途お渡しする取引条件説明書、最終日程表並びに当社主催旅行約款によります。 

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前に語確認の上お申込下さい。 

 

 

【お申込・お問い合わせは】 

旅行企画・実施： 読売旅行 大手町営業所 

  観光庁長官登録旅行業第 91号 総合旅行業務取扱管理者／金原秀樹 

  旅行業公正取引協議会会員 ボンド保証会員 旅行業公正取引協会会員 

  TEL:03-6202-4350 FAX:03-6202-4353 

  e-mail: otemachi@yomiuri-ryokou.co.jp 

  〒100-8055東京都千代田区大手町 1-7-1 読売新聞ビル 13階 

 

 

otemachi@yomiuri-ryokou.co.jp

