
12/26(水 )

夕食･･･自由食
9,980 円9,980 円

日本最大！鋸山「日本寺」の大仏。人気の絶景スポット♪「地獄のぞき」。地元
人気店「田園」で、ガッツリ「すき焼き」。ドイツ村のイルミネーションも楽しみ！

各地 (8:00 頃）＝地元名店「田園」すき焼きの昼食＝鋸山（日本寺大仏
・地獄のぞき）＝東京ドイツ村イルミネーション＝各地（21:30 前後）

12/22(土 )

昼食･･･すき焼き
10,980 円10,980 円

人気のランチブッフェ「カスケイドカフェ」の昼食と迎賓館見学！更に冬の澄んだ
空気の中、夕焼けの景色をスカイツリーから眺めましょう☆

1/10 (木 )

昼食･･･自由食
6,980 円6,980 円

12/23(日・祝)

昼食…天麩羅御膳

8,980 円

12/23 (日・祝)

昼食･･･自由食
・１Day パスポート付

12,480 円（大人）
11,480 円（中高生）
  9,800 円（4才以上）

12,480 円（大人）
11,480 円（中高生）
  9,800 円（4才以上）

　3/10(日 )

新春大笑い！「笑う門には福来る･･･」大いに笑って「福」をいっぱい
取り込もう！落語・漫談・マジック・曲芸･･･等、お楽しみも満載です。

各地 (6:30 頃）＝浅草寺参拝･･･浅草演芸ホール（昼の部終了までお楽しみ
下さい。途中退出後、浅草自由散策も可）＝各地（20:30 前後）

1/12 (土 )

昼食･･･弁当（お茶付）

9,980 円9,980 円
☆チケット付

冬の味覚のズワイガニが食べ放題！歴史を感じる塩沢宿。越後湯沢駅の構内売店は、
お土産が盛り沢山。「ぽんしゅ館」も楽しみ！足利のイルミネーションも見逃せない！

各地 (8:00 頃）＝魚野の里（ズワイガニ 60 分食べ放題）＝三国街道（塩沢宿）＝越後湯沢駅構内
売店（買物・ぽんしゅ館等）＝足利フラワーパークイルミネーション＝各地（21:00 前後）

1/19 (土 )

昼食･･･ズワイガニ食べ放題
9,980 円9,980 円

1/25 (金 )

昼食･･･自由食
16,980 円16,980 円

あったか伊豆半島！　河津さくらより早く咲く「あたみ桜」や、みかん狩りも
楽しみ♪今が旬の金目鯛の昼食。熱海商店街のショッピングも楽しみ！

各地 (6:00 頃）＝熱海商店街（昼食・買物）･･･あたみ桜祭り＝
宇佐美（みかん狩り）＝各地（21:00 前後）

1/27 (日 )

昼食･･･金目鯛定食

10,980 円10,980 円

ニューハーフショーの老舗。歌・ダンス・コミックあり。華麗でユニーク♪
ニューハーフの方とのお話も楽しめるかも？戸越銀座商店街も楽しみ！

各地 (12:30 頃）＝戸越銀座商店街（ショッピング）＝六本木
黒鳥の湖（ニューハーフショー）＝各地（23:45 前後）

2/2(土 )

昼食･･･欧風料理５品
（飲み放題付）

11,980 円11,980 円

今回のプランは２食付！　１回目は、築地「すしざんまいで」お寿司。２回目は
柴又の老舗で「うな重」。隅田川クルーズ・東京タワーも楽しみ♪

各地 (6:00 頃）＝築地（すしざんまいの寿司・買物等）＝東京タワー隅田川クルーズ
＝浅草自由散策＝柴又（川千家のうな重）・帝釈天等自由散策＝各地（20:00 前後）

2/3 (日 )

食事①築地で寿司
　　②柴又でうな重

11,980 円11,980 円

年間で一番空気が澄んで遠方まで見える冬の２月。晴天の日も多く展望台からの景色は抜群！
東京タワーのトップデッキ（旧特別展望台）とスカイツリーを両方満喫しちゃいます！

各地 (8:00 頃）＝東京スカイツリー＝東武ホテルレバント東京（昼食：ランチ
ビュッフェ）＝東京タワー（トップデッキツアー）＝各地 (19:30 前後）

2/6(水 )

昼食･･･ランチビュッフェ
13,480 円13,480 円

憧れの” はとバス” に乗って、6時間の東京名所めぐりを楽しむ企画。昭和の
名ガイドと共に、昭和の懐かしの名曲を交えながらの東京観光は一味違います。

各地 (6:00 頃）＝東京（はとバス乗換）＝靖国神社・遊就館（神職の案内付見学）＝皇居前広場（楠正成銅像・
二重橋）･･･楠公レストハウス（昼食）＝東京タワー＝鍛冶橋Ｐ（はぎわら観光バス乗換）＝各地（19:00 前後）

2/10(日 )

昼食･･･江戸エコ行楽重
12,980 円12,980 円

2/17(日 )

昼食･･･寿司バイキング
11,980 円11,980 円

2/10 (日 )

昼食…すき焼き又は
　　　季節の和食膳

12,980 円12,480 円

銀座でちょっぴり贅沢はいかが？道場六三郎の母の手料理のような温かさと料理人
の創造力の見事な調和。迎賓館赤坂離宮や話題の日本橋高島屋デパ地下も楽しみ♪

各地 (7:30 頃）＝銀座” 懐食みちば” で旬彩膳コース＝迎賓館赤坂
離宮＝日本橋高島屋（２時間フリータイム）＝各地（20:30 前後）

2/ 16(土 )

昼食･･･旬彩膳コース
12,480 円12,480 円

2/17 (日 )

昼食…ランチビュッフェ

12,980 円12,480 円

懐かしの昭和を満喫しませんか？とげぬき地蔵から、都電荒川線で三ノ輪へ…
浅草で、「浅草虎姫一座」による歌謡レビューを楽しみます♪

各地 (6:30 頃）＝とげぬき地蔵…都電荒川線に乗って三ノ輪まで＝浅草
「浅草虎姫一座」（ショー・昼食）＝各地（19:30 頃）

2/20(水 )

昼食･･･大山鶏ランチセット

13,980 円13,980 円

2/24 (日 )

昼食･･･バイキング
9,980 円9,980 円

中華街で老舗の味を、ゆっくりランチコースでいかが？バイキングとは違った贅沢な
ひと時です。世界の人に愛されている人気の「カップラーメンミュージアム」も楽しみ！

各地 (7:00 頃）＝横浜中華街散策と萬珍楼点心舗（ランチコース）＝
日清カップヌードルミュージアム＝赤レンガ倉庫＝各地（20:00 前後）

3/2(土 )

昼食･･･点心ランチコース
10,980 円

☆Ｓ席チケット付
10,980 円

『霧深きエルベのほとり』作 /菊田一夫　潤色・演出 /上田久美子
『ＳＴＲＥＬＬＡＳ（エストレージャス）～星たち～』作 /演出　中村暁

各地 (7:00 頃）＝東京宝塚劇場（13:30 ～ 16:30 頃）＝各地（20:30 前後）

3/13 (水 )

昼食･･･幕ノ内弁当（お茶付）

17,980 円
☆Ｓ席チケット付

17,980 円

☆お席の関係上、当チラシでは予約希望受付となります。

今年の初詣は、一味違った” 東京五社めぐり” はいかがでしょうか？
５つの神社を参拝して、沢山のご利益を頂きましょうネ！

各地 (7:00 頃）＝東京大神宮＝靖国神社＝日枝神社＝昼食
（築地すしざんまい）＝明治神宮＝大國魂神社＝各地（19:30 頃）

1/14 (月 )

昼食･･･築地で寿司
9,980 円8,980 円

1/29  (火 )

焼き牡蠣 40 分食べ放題
（牡蠣飯・牡蠣汁付）

12,980 円12,480 円

2/11  (月・祝 )

2/9 (土 )

昼食･･･アンコウ鍋（どぶ汁）

10,980 円10,980 円

日本の夜景遺産に登録された湯西川温泉「かまくら祭り」今回は
日中から、日が暮れて夜景になるまでたっぷりとお楽しみ頂きます☆

各地 (11:30 頃）＝平家の里（かまくら祭り
・約４時間フリータイム）＝各地（22:30 前後）

2/16 (土 )

夕食･･･自由食
6,980 円6,980 円

9,980 円9,980 円

3/17 (日 )

昼食･･･カマトロ陶板焼き
ネギトロセット

10,980 円10,980 円

地元名店「田園」ガッツリ” すき焼き”
鋸山「地獄のぞき」＆東京ドイツ村ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

新春特別寄席
初笑い！浅草演芸ホール

ご利益あるかな～
東京五社めぐり

大人気！冬の味覚ズワイガニ食べ放題
足利フラワーパークイルミネーション

今が旬！熱海で金目鯛
あたみ桜祭り＆みかん狩り

ﾆｭｰﾊｰﾌｼｮｰ” 黒鳥の湖”
戸越銀座商店街

２食付！まるごと東京♪　築地・浅草
東京タワー・隅田川クルーズ・柴又

究極のアンコウ鍋（どぶ汁）
” 夕月” で竹輪作り体験＆甘～いイチゴ狩り

” はとバス” 昭和のガイドと行く♪
懐かしの昭和ロマン紀行（６時間コース）

美食くらぶ♪懐食” みちば”
赤坂離宮迎賓館＆日本橋高島屋デパ地下

第２６回湯西川温泉
かまくら祭り

みかん１キロ土産付＆枇杷ゼリー摑み取り
海鮮浜焼き食べ放題・房総花摘み・頼朝桜

横浜中華街「萬珍楼点心舗」ランチコース
日清カップヌードルミュージアム

ANA インターコンチネンタル” ランチブッフェ”
迎賓館本館・庭園と冬のスカイツリー

各地 (8:00 頃）＝ANA インターコンチネンタル（ランチブッフェ）＝
迎賓館＝東京スカイツリー＝各地（21:00 前後）

平成最後の天皇誕生日一般参賀
葵丸進「天婦羅御膳」と浅草散策

各地 (6:30 頃）＝皇居一般参賀＝浅草「葵丸進」（昼食）･･・浅草散策
＝各地（18:00 前後）

今上天皇最後の天皇誕生日。これまでの天皇以上に国民へのお気遣い・ご発言
・ご行動が印象に残る陛下。感謝の気持ちと共に一緒にお祝いしましょう！

よみうりランド＆
さがみ湖イルミネーション

ディズニーランドｏｒシー
パスポート付

今年も行きます！！自宅近くから、ディズニーまで乗り換えなしで直行いたします！
お休みを利用してお友達・ご家族様で是非想い出を作りましょう！

各地 (5:30 頃）＝TDLorTDS（約 12 時間滞在）＝各地（0:30 前後）
*未成年者のみでのご参加の場合、親権者同意書が必要です。

各地 (12:30 頃）＝よみうりランドジュエルミネーション＝
さがみ湖イルミリオン＝各地（22:30 前後）

全エリアリニューアルで、600 万球の「よみうりランド」と、関東三大イルミネー
ションに認定された「さがみ湖」を両方楽しんでしまうお得欲張りコースです☆

新春恒例！成田山新勝寺
香取神宮・鹿島神宮

各地 (6:00 頃）＝成田山新勝寺＝香取神宮＝鹿島神宮＝
各地（19:30 前後）

新春恒例の成田山新勝寺。今年は少しだけ足を延ばして「香取神宮」と
「鹿島神宮」も御参拝。2019 年が何事もなくいい年になりますように。

大人気！大相撲一月場所
１３日目　B桝席

12/16 (日 )

昼食…ランチブッフェ

14,980 円14,980 円

各地 (9:00 頃）＝両国国技館（一月場所十三日目）＝各地（21:30 前後）

大人気の大相撲一月場所。今回は、終盤佳境の１３日目を観戦！
優勝争い大詰めか、はたまた優勝が決まる大一番か！！

☆シーズン到来☆
松島牡蠣食べ放題＆詰め放題

牡蠣の本場「松島」で食べ放題に詰め放題！！やはり潮風を感じながら
地のものを食すのが一番！アツアツの牡蠣をたっぷりいただきましょう！！

各地 (６:３0 頃）＝伊達なバーベキューMATSU（牡蠣食べ放題
詰め放題）…松島散策＝塩釡（買物）＝各地（２０:００前後）

どぶ汁とは、冬の味覚” アンコウ” を使ったご当地ならではの漁師鍋。味が濃厚で絶品。夕月
かまぼこ工場で「竹輪作り」体験。出来立てをお召し上がり下さい。甘いいちご狩りも楽しみ♪

各地 (7:00 頃）＝夕月かまぼこ工場（竹輪作り体験）＝北茨城人気店
大浜丸「魚力」（あんこう鍋昼食）＝いちご狩り＝各地（19:00 前後）

空気の澄んだ２月のWツリー
東京タワー＆スカイツリー

新名所！絶景の” 日本平展望回廊”
寿司バイキング＆清水港クルーズ

雄大な富士山と駿河湾を望む景勝地「日本平」に新スポット誕生！昼食は、清水港
エスパレスドリームプラザでお寿司のバイキング。富士を望むクルーズも楽しみです。

各地 (6:00 頃）＝日本平展望回廊＝エスパレスドリームプラザ・清水すし横丁
（寿司バイキング・買物）＝清水港クルーズ＝各地（21:00 前後）

芦ノ牧温泉「大川荘」日帰り入浴と
大内宿「雪祭り」

各地 (6:30 頃）＝大内宿（雪祭り散策）＝芦ノ牧温泉「大川荘」
（昼食・日帰り入浴）＝各地（19:30 前後）

今回の日帰り温泉は、芦ノ牧温泉で雪見風呂☆温泉の TOP シーズンは冬！！
更に、雪祭りも楽しんじゃいます♪安心なバスツアーで雪道も心配なしです☆

よしもと幕張イオンモール劇場
サンルートプラザ東京ランチビュッフェ

各地 (7:00 頃）＝柴又帝釈天＝サンルートプラザ東京（昼食）＝
よしもと幕張イオンモール劇場＝各地（19:30 前後）

新春の初笑いは「よしもと」で！！週末の公演は、人気・有名芸人が
出演する可能性が高く、あのネタを生で見られるチャンスです！！

人気の海鮮浜焼食べ放題のプラン。枇杷ゼリー掴み取りやミカン１Ｋ土産も嬉しい！
早咲きの頼朝桜（河津桜）や千倉のお花畑での花摘み（５本）も楽しみです。

☆みかん１キロ土産・花５本付
昼食･･･海鮮浜焼き食べ放題

2/23 (土 )
3/5（火）

各地 (6:00 頃）＝頼朝桜まつり＝ザ・フイッシュ（海鮮浜焼き食べ放題）・枇杷ゼリー
摑み取り＝道の駅潮風王国（５本花摘み・みかん１キロ土産積込）＝各地（20:30 前後）

～昭和ロマン紀行～
とげぬき地蔵・都電・昭和歌謡レビュー

松田山の河津桜と菜の花
富士の絶景と曽我梅林

ひと足早く咲く「河津桜」丁度菜の花と時期が重なります。そこに
富士の絶景が！！更に少し足を伸ばして「曽我梅林」で梅の花まで♪

各地 (6:00 頃）＝曽我梅林＝小田原鈴廣「えれんなごっそ」（50 種類以上
のバイキング）＝松田山河津桜祭り＝各地（19：30 前後）

三崎のまぐろ料理＆人気の
ＹＯＫＯＳＵＫＡ軍港めぐり

全国有数の「三崎漁港」。老舗割烹” たちばな” のまぐろ料理や買物が楽しみ♪
ＹＯＫＯＳＵＫＡ軍港めぐりは、海上自衛隊やアメリカ海軍の艦船を近くで見られます。

各地 (6:00 頃）＝三崎港たちばな（昼食）･･･うらり三崎フイッシャリーナ
・ウオーフ（買物）＝YOKOSUKA 軍港めぐり＝各地（20:30 頃）

東京宝塚劇場　星組公演Ｓ席
『霧深きエルベのほとり』

A-1
日帰り
東京

A-3
日帰り
東京

A-2
日帰り
千葉

A-4
日帰り
千葉

A-8
日帰り
東京

A-6
日帰り
千葉

A-5
日帰り
神奈川

A-9
日帰り
新潟・栃木

A-10
日帰り
東京

A-11
日帰り
静岡

A-12
日帰り
宮城

A-13
日帰り
東京

A-14
日帰り
東京

A-15
日帰り
東京

A-16
日帰り
茨城

A-17
日帰り
東京

A-18
日帰り
福島

A-19
日帰り
東京

A-20
日帰り
栃木

A-21
日帰り
静岡

A-22
日帰り
千葉

A-23
日帰り
東京

A-24
日帰り
千葉

A-25
日帰り
神奈川

A-26
日帰り
神奈川

A-27
日帰り
東京

A-28
日帰り
神奈川

8,980 円

A-7
日帰り
東京

タイトルカラー別
カテゴリー グルメ 一般 観劇 温泉



ゆったり温泉・日本の絶景宿泊コース
出発日【５泊６日】
2/8 (金 )～2/13(水 )

89,800 円89,800 円

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

設定なし 設定なし

89,800 円 要問合せ

一度は訪れたい冬の北海道。 そして雪まつりやイルミネーション☆今回は、 大通り公園徒歩すぐのホテルや、 小樽運河
沿いのホテルに宿泊。 そして、 ザ ・ ウインザーホテル洞爺にも！！ふっこう割適用でこの価格が実現いたしました！！

B-1
宿泊 さっぽろ雪まつり

現地日帰りお得コース

<１日目>各地 (12:30 頃）＝高速 ・途中休憩＝仙台港～太平洋フェリー（S寝台 ・船中泊）
<２日目>苫小牧港（11:00 頃）＝さっぽろ雪まつり（約 10時間滞在）（現地22:00 頃出発）＝
苫小牧港～商船三井フェリー（カジュアルルーム ・船中泊）<3日目>大洗港（19:30 頃）＝各地（21:00 前後）

<１日目>各地 (8:00 頃）＝立石寺（昼食 ・参拝）＝銀山温泉 ・古勢起屋別館（15:30 頃到着後温泉街自由散策）
<２日目>ホテル（10:00 頃）＝最上川船下り＝庄内物産会館（昼食 ・買物）＝各地（20:00 頃）

<１日目>各地 (5:00 頃）＝羽田空港→那覇空港 ・石垣空港＝川平湾グラスボード遊覧＝ANA インターコンチネンタル石垣リゾート（泊）又は同等クラス　
<２日目>ホテル（8:20 頃）＝石垣港～～西表島＝仲間川マングローブクルーズ＝由布島（水牛車 ・熱帯植物園 ・昼食）竹富島＝〃ホテル（泊）　　　〃
<３日目>ホテル（9:00 頃）＝石垣やいま村＝＝石垣空港（自由昼食）→那覇空港→羽田空港＝各地（21:30 前後）

<１日目>各地 (4:30 頃）＝羽田空港→伊丹空港＝姫路城（昼食 ・見学）＝日生港～～小豆島＝小豆島国際ホテル（泊）
<２日目>ホテル（8:15 頃）＝寒霞渓ロープウエイ＝岬の分教場＝二十四の瞳 ・映画村（昼食弁当）＝小豆島オリーブ公園＝池田港～～高松港＝ことひら温泉 ・琴参閣（泊）
<３日目>ホテル（8:00 頃）＝うずしお観潮船＝鳴門公園（見学 ・昼食）＝淡路島＝明石大橋海峡＝伊丹空港→羽田空港＝各地（21:30 前後）

<１日目>各地 (8:00 頃）＝壬生ＰＡ＝どまんなかたぬま＝高速道 ・途中休憩＝信州そば膳（昼食）＝松代城址（見学）＝野沢温泉 ・朝日屋旅館（泊）
<２日目>＊終日自由行動（外湯めぐり等をお楽しみ下さい。）　＊OP︓善光寺観光（昼食付）別料金
<３日目>旅館（10:00 頃）＝長楽寺＝新田醸造（昼食）＝各地（18:00 前後）

<１日目>各地 (6:00 頃）＝風穴の里＝高山（昼食）＝雪の白川郷＝氷見温泉 ・永芳閣（泊）
<２日目>ホテル（8:30 頃）＝氷見漁港番屋街（買物）＝道の駅 ・雨晴（立山連峰遠望）＝日本のベニス（内川遊覧＆１２橋巡り）＝新湊きときと市場（昼食）＝各地（19:00 前後）

<１日目>各地 (5:00 頃）＝羽田空港→長崎空港＝長崎出島（昼食 ・観光）＝グラバー園 ・大浦天守堂＝長崎市内 ・ ホテル矢太楼（泊）又は同等クラス
<２日目>ホテル（8:20 頃）＝九十九島遊覧船＝平戸（観光昼食）＝嬉野温泉（日本三大美肌の湯）・和多屋別荘（泊）　　又は同等クラス
<３日目>ホテル（8:30 頃）＝伊万里大山内山＝唐津曳山展示場＝唐津（昼食）＝虹の松原＝福岡空港→羽田空港＝各地（21:00 前後）

<１日目>各地 (12:30 頃）＝高速道 ・途中休憩＝仙台港～太平洋フェリー（１等個室 ・船中泊）<2日目>苫小牧港＝札幌雪祭り大通り会場
…札幌東武ホテル（泊）<3日目>ホテル（10:00 頃）＝札幌卸売市場（買物）＝白い恋人パーク（観光）=小樽観光＝ホテルソニア小樽（泊）
<4日目>ホテル（9:00 頃）＝ニッカウヰスキー余市（観光）＝サイロ展望台＝ザ ・ ウインザーホテル洞爺（泊）<5日目>ホテル（9:00 頃）＝
有珠山ロープウェイ（観光）＝支笏湖氷濤まつり（観光）＝ノーザンホースパーク（観光）＝苫小牧港～太平洋フェリー（1等個室 ・船中泊）
<6日目>苫小牧港＝高速道 ・途中休憩＝各地（15:30 前後）

<１日目>各地 (8:00 頃）＝海老名ＳＡ（自由昼食）＝なばなの里イルミネーション（園内自由夕食）＝ホテルルートイン伊勢（泊）
<２日目>ホテル（8:00 頃）＝二見賜玉神社･･･二見ヶ浦＝伊勢神宮内宮･･･おはらい横丁（見学 ・自由昼食）＝各地（22:00 前後）

フェリーを使って、 この金額で 「さっぽろ雪まつり」 へ！週末出発なので、 普段
お仕事がある方でも参加しやすい日程です。 この機会に是非☆

氷見温泉「永芳閣」でブリしゃぶ・タラバガニ　日本海グルメ！
雪の白川郷＆日本のベニス「内川遊覧」＆12 橋めぐり

今回は、 氷見のホテルでゆっくり温泉とブリしゃぶ＆タラバガニの夕食。 話題の” 日本のベニス”
内川遊覧。 雨晴海岸から見る冠雪の 「立山連峰」。 雪の白川郷･･･等々。 冬ならではのプランです。

北海道ふっこう割対象！！フェリーで行く北海道
さっぽろ雪まつり・小樽雪あかりの路・憧れのウインザーホテル

ゆっくり出発♪雪見の最上川船下り
大正ロマン漂う銀山温泉

懐かしいガス灯に照らし出される大正ロマン溢れる銀山温泉。俳人松尾芭蕉も愛した
最上川船下り。あの「おしん」の流した涙･･･。静寂の中、きっと垣間見る事ができるでしょう。

ホテル厳選！　異国情緒漂う　世界遺産” 長崎” グラバー邸・大浦天主堂
西九州　平戸・唐津　日本三大美肌の湯「嬉野温泉」

世界文化遺産に登録された異国情緒あふれる長崎。 グラバー園 ・大浦天主堂は感動もの。 ホテルからは世界三大新夜景が。
日本最古の貿易港として栄えた港町 「平戸」。 九十九島遊覧船 ・伊万里 ・唐津等々、 楽しみ満載！美肌の湯の温泉も楽しみ♪

日本の宿　「古窯」に泊まる
憧れの宿ゆったり１泊２日

43 年間　プロが選ぶ旅館百選TOP10 に選ばれた老舗宿 「古窯」。 日頃の日常から離れて、
自分へのご褒美 ・ リフレッシュに心ゆくまで、 どうぞご満喫ください。

〈1 日目〉 各地 (8:30 頃）＝高速道 ・途中休憩＝米沢（昼食）＝高畠ワイナリー（観光 ・買物）＝古窯（15:30 頃）
〈２日目〉 宿 (10:00 頃）＝高速道 ・途中休憩＝いわき ・ ら ・ ら ・ ミュウ（昼食 ・買物）＝各地（18:00 前後）

春休みはユニバーサルスタジオジャパンへ
１ディ・スタジオ・パス付

ご自宅近くの出発地より、 夜行でUSJ へ直行いたします。 開園から閉園までたっぷりとお楽しみください。

〈1 日目〉 各地 (22:00 頃）＝高速道 ・途中休憩＝ユニバーサルスタジオジャパン（翌朝 8:00頃）
〈２日目〉 閉園のお時間までお楽しみください＝高速道 ・途中休憩＝各地（翌朝8:00前後）

ホテル厳選！ 瀬戸内の旅♪姫路城・小豆島・二十四の瞳映画村
・寒霞渓ロープウエイ・こんぴらさん参拝・鳴門うず潮観潮船

世界文化遺産 ・国宝 「姫路城」。 のどかな瀬戸内の風景と小豆島。 ホテルは、 天使の散歩道のエンジェルロードが目の前。
癒しの二十四の瞳映画村 ・ オリーブ公園。 こんぴらさん参拝や鳴門の渦潮。 世界最長の大橋 「明石海峡大橋」。 楽しみ満載！

ホテル厳選！ 沖縄八重山諸島めぐり
石垣島・竹富島・由布島・西表島

離島周遊の決定版！亜熱帯ジャングルが残る八重山諸島 ・エメラルドグリーンの海。 西表島の仲間川マング
ローブクルーズ。 石垣島 ・川平湾のグラスボード。 竹富島 ・由布島での水牛車観光。 ホテルも厳選しました。

春の信州路　プチ湯治の旅
ゆっ～たり の～んびり 野沢温泉２泊３日

信州の春を愉しんでみませんか？初日はお昼に信州そばを召し上がって頂き早めにお宿に到着。 ２日目は
終日自由行動。 外湯めぐりをされるも良し。 オプショナルツアー （別料金） の善光寺詣をされるも良し♪

出発日【2泊3日】
2/8(金 )～2/10(日 )

29,800 円29,800 円

出発日【1泊2日】
1/20(日 )～1/21(月 )

29,800 円29,980 円

出発日【1泊2日】
1/27(日 )～1/28(月 )

37,980 円

～ 39,980 円

37,980 円

～ 39,980 円

出発日【1泊2日】
1/29(火 )～1/30(水 )

29,800 円

～ 35,800 円

29,800 円

～ 35,800 円

出発日【1泊2日】
2/18(月 )～2/19(火 )

28,980 円

～ 34,980 円

28,980 円

～ 34,980 円

28,980円
～ 34,980円

出発日【2泊3日】
2/24(日 )～2/26(火 )

92,980 円

～ 95,980 円

92,980 円

～ 95,980 円

出発日【2泊3日】
3/3(日 )～3/5(火 )

出発日【1泊2日】
3/11(月 )～3/12(火 )

35,800 円

～ 39,800 円

35,800 円

～ 39,800 円

出発日【2泊3日】
3/17 (日 )～3/19(火 )

93,980 円

～ 95,980 円

93,980 円

～ 95,980 円

133,380 円

～ 135,800 円

133,980 円

～ 139,980 円

出発日【0泊3日】
3/30(土 )～4/1(月 )

27,980 円
                              （中学生以上）

25,480 円
                                （4 ～ 11 歳）

27,980 円
                              （中学生以上）

25,480 円
                                （4 ～ 11 歳）

出発日【2泊3日】
4/14 (日 )～4/16(火 )

34,500 円

～ 39,500 円

34,500 円

～ 39,500 円

B-3
宿泊

B-5
宿泊

B-7
宿泊

B-9
宿泊

B-11
宿泊
大阪

B-12
宿泊

B-10
宿泊

B-8
宿泊

B-6
宿泊

B-4
宿泊

B-2
宿泊

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

設定なし 設定なし

29,980 円 要問合せ

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

設定なし 設定なし

29,800 円 35,800 円

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

92,980 円 93,980 円

95,980 円 要問合せ

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

35,800 円 37,800 円

39,800 円 要問合せ

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

×

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕
１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

37,980 円 38,980 円

39,980 円 要問合せ

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

28,980 円 31,480 円

34,980 円 要問合せ

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

133,980 円 137,980 円

139,980 円 要問合せ

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

93,980 円 94,980 円

95,980 円 要問合せ

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

34,500 円 37,500 円

39,500 円 要問合せ

岐阜・富山

北海道

九州

山形

愛知・三重

山形

沖縄離島

兵庫・香川・徳島

長野

千葉・神奈川・東京
３社合同企画　新春豪華初詣

成田山新勝寺・川崎大師・明治神宮と横浜中華街
毎年多くの方が初詣に訪れる神社 ・寺院を巡ります。 皆様にとって良い一年になりますように。
お泊りは、 横浜中華街にあるローズホテル横浜。 夜の横浜散策も楽しみ！！

<１日目>各地 (7:00 頃）＝壬生ＰＡ＝どまんなかたぬま＝高速道 ・途中休憩＝成田山新勝寺（昼食 ・参拝）＝ローズホテル横浜（泊）
<２日目>ホテル（9:00 頃）＝川崎大師（参拝）＝楠公レストハウス（昼食）=明治神宮（参拝）＝各地（20:00 頃）

ゆっくり出発！なばなの里イルミネーション
新春！伊勢神宮参拝・二見ヶ浦・二見賜玉神社

嬉しいゆっくり出発。 全国最大規模の水上イルミネーションと光のトンネル。
パワースポット伊勢神宮。二見ヶ浦・二見賜玉神社・おはらい横丁と見所満載。

×
×

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

３日目

×
××

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

３日目

×
×

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

３日目

×
×
○×

×
×

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

３日目

×
×

×
×

×
× ××

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

３日目

×
×

4日目
5日目

食事条件 朝 昼 夕

6日目 ×

北海道

×
×
×

×
×

車中2泊
＊食事はついてございません。
＊ブランケット貸出あります。
＊未成年者のみでのご参加の場合
親権者同意書が必要です。

船中 2泊
＊食事はついてございません。
事前にご購入いただくか、船内で
お求めください。
＊帰路航路中は添乗員が同行
いたしません。

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

×
×

☆現地バス：かびら観光交通

☆現地バス：みらい観光

☆現地バス：（株）福岡伊都バス

この商品は国（道）の補助金（負担金）により
35,000 円助成を受けています。



今年一年の開運を願って、” 日本最古” 谷中七福神めぐり” をお楽しみ下さい。
昼食は、 上野の老舗 「伊豆栄」 のうな重。 ちょっぴり贅沢も良いものです。

各地 (7:00 頃）＝不忍弁天堂（弁財天）･･･昼食（伊豆栄のうな重）＝東覚寺（福禄寿）･･･修性院（布袋尊）
･･･青雲寺（恵比寿）･･･天王寺（毘沙門天）･･･長安寺（寿老人）･･･護国院（大黒天）＝各地（19:30 頃）

1/８ (火 )

昼食･･･うな重

８,980 円8,980 円

お歳暮＆初夢ミステリーツアー

歩行距離 歩行時間 高低差 難易度
約 2ｋｍ 2～ 3時間 ほぼ無し 初心者向け

早春の三浦半島をたっぷり満喫するプラン。 河津さくら ・ 菜の花 ・梅林等々 ・ ・ ・ 。 春が有いっぱい♪
ソレイユの丘では、 新鮮な海の幸の海鮮バイキングは、 サザエ ・貝類 ・ イカ ・ 肉 ・ 野菜 ・ カレー等盛り沢山。

各地 (6:00 頃）＝金沢自然園（梅林 ・菜の花等）＝ソレイユの丘（海鮮バイキング）＝河津桜と
菜の花（三浦海岸駅～小松ヶ池公園～三浦海岸駅）まで約２Ｋ）＝各地（20:00 前後）

2/21 (木 )

昼食･･･海鮮バイキング
9,980 円9,980 円

大磯城山公園の中にある、 旧吉田邸と旧三井別邸の見学をガイド付でご案内。 早春の湘南の海もステキ！
歴史を感じる大磯と梅の香漂う曽我梅林もステキ！　昼食の、 大磯プリンスホテルのランチブッフェも楽しみです。

各地 (6:00 頃）＝大磯プリンスホテル（ランチブッフェ）＝大磯城山公園ウォーク
（旧吉田邸 ・旧三井別邸）＝曽我梅林ウォーク＝各地（20:00 頃）

３/3(日 )

昼食･･･ランチブッフェ
10,980 円10,980 円

各地 (7:30 頃）＝杉戸宿（案内ガイド付 ・約 2時間）＝そばの膳芝甲（昼食）＝
草加宿（案内ガイド付 ・ せんべい焼き体験を入れて約２･5時間）＝各地（19:30 頃）

1/25(金 )

昼食･･･天丼＆お蕎麦のセット
8,980 円8,980 円

箕郷梅林は、 関東平野を一望する丘の上にあり、 開花時には梅の花と周囲の山並み眺望を楽しむ
事が出来ます。 又善地梅林には、 300 本もの河津桜が彩りを添えます。 虻田の福寿草も楽しみ♪

開宿して４００年と言う日光街道の宿場町、 杉戸宿と草加宿。 街歩きはガイドさんをお願い致しました。
今でも、 街道筋に面影を残す２つの宿場町をお楽しみ下さい。 草加名物 「せんべい焼き体験」 も楽しみ！

各地 (7:30 頃）＝虻田の福寿草の里＝下仁田 ・日昇軒（洋食ランチ）＝
＝箕郷 ・善地梅林ウォーク＝各地（19:30 頃）

3/9 (土 )

昼食･･･地元人気店の洋食ランチ
8,980 円8,980 円

歩行距離 歩行時間 高低差 難易度
約 2ｋｍ 1～ 2時間 ほぼ無し 初心者向け

歩行距離 歩行時間 高低差 難易度
約 2ｋｍ 2～ 3時間 ほぼ無し 初心者向け

歩行距離 歩行時間 高低差 難易度
約 3ｋｍ 3～ 4時間 ほぼ無し 初心者向け

歩行距離 歩行時間 高低差 難易度
約 8ｋｍ 3～ 4時間 ほぼ無し 初心者向け

お歳暮＆初夢ミステリーツアーお歳暮＆初夢ミステリーツアー

日本最古！谷中七福神めぐり
　老舗” 伊豆栄” のうな重

地元ガイド付♪日光街道
　杉戸宿・草加宿を歩こう！

三浦半島・河津さくら祭り＆金沢自然園の梅
　　　　ソレイユの丘で” 海鮮バイキング”

早春の大磯！文化財ウォーク　ガイド付♪
旧吉田邸・旧三井別邸＆曽我梅林

　　　箕郷・善地梅林・河津桜
　” 虻田” 福寿草群生地ウォーク

C-1
ウォーキング
東京

気持ち良く歩こう！
ハイキング＆
ウォーキング

気持ち良く歩こう！
ハイキング＆
ウォーキング
C-3

ウォーキング
神奈川

C-２
ウォーキング
埼玉

C-4
ウォーキング
神奈川

C-５
ウォーキング
群馬

プレミアムコーススタンダードコース 宿泊コース

2019 冬 号
冬
こ
そ
行
きたい旅ガイド

2019 冬 号
冬
こ
そ
行
きたい旅ガイド

出発日〈日帰り〉
12 月 15 日（土）
  1 月 26 日（土）
  1 月 31 日（木）
旅行代金 9,980 円
行程：出発 各地 6:00 ～ 7:00 頃
　　　行先 ひみつ
　　　帰着 各地 20:00 ～ 21:00 頃
　　　

出発日【日帰り】
12 月 24 日（月）
  1 月　9日（水）
  1 月 13 日（日）

（1名あたり）
旅行代金
（1名あたり）12,980 円
行程：出発 各地 6:00 ～ 7:00 頃
　　　行先 ひみつ
　　　帰着 各地 20:00 ～ 21:00 頃
　　　

毎回コースが変わります

当社
人気
当社
人気

お友だち登録後ラインでの
お申込みで初回 1000 円
割引いたします。

↑携帯で
アクセス

お得情報 集客ルート＆乗車場所 申込→出発の流れ お申込・お問合せ

はぎわら観光

当社おすすめ！
旅
満
載
♪

当社おすすめ！
旅
満
載
♪

0285-72-5334
受付時間

9：00 ～ 18：00（月～金）
9：00 ～ 12：00（土曜日）

定休日（日・祝）

＊割引の重複利用は出来ません。

１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

29,800 円 30,880 円

31,960 円 要問合せ

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

×
×

　　出発日【1泊 2日】
1 月 15 日（火）～

　　　　　1月 16 日（水）
旅行代金
（1名あたり）29,800 円～ 31,960 円

ポイント .2 ポイント .3 ポイント .4

桜川ロードパーク下館駅北口スピカ前

久下田駅入口

寺内駅前

益子町役場

はぎわら観光

茂木元気アップ館

芳賀町役場 市貝町役場

上
高
間
木
バ
ス
停

上
信
越
・
関
東
・
中
部
方
面

真
岡
イ
ン
タ
ー

東
北
方
面

矢
板
イ
ン
タ
ー

都
心
・
千
葉
方
面

谷
和
原
イ
ン
タ
ー

真岡市民会館

20 分

20 分

１0分 １0分

 5 分
20 分５分

１0分

 5 分

20 分

A ルート
Bルート

A・B ルート
合流地点 　　基本集客ルート

①東北方面
Bルート→Aルート
②上信越・関東・中部
Aルート・ Bルート
真岡市民会館で合流
③都心・千葉方面
Aルート→Bルート
＊乗車人数等により変更になる
　場合もございます。有効期限 2019 年 3 月 31 日

参加者の中に１名でもご新規様
がいましたら、グループ内最大
６名様がなんと 1,000 円引き！

ご新規割
参加者の中に１名でもご新規様
がいましたら、グループ内最大
６名様がなんと 1,000 円引き！

お電話か店頭窓口または
LINE でお申し込みください

ツアー出発 1ヶ月前までに最終ご案内書
とお振込用紙を郵送いたします。

（催行確定したコースのみご案内書を郵送いたします）

郵送物が届きましたら指定期日までに
ご旅行代金をお支払い下さい

旅行当日出発時間までに
集合場所にお越しください

現地をよく知る添乗員が、その時期なら
ではの見学場所やグルメを考慮して、
考え抜いて企画します。その期間しかやっ
ていないイベントや話題のスポット・食
などこだわりの企画をお楽しみください。

毎回コースが変わります 食事にこだわります
日帰りコースでは、ほぼ 2食付きで
昼食に関してはスタンダードコース
で 2,000 円～ 3,000 円、プレミアム
コースで 3,000 円～ 5,000 円の予算
で厳選した場所へご案内致します。

食事にこだわります すべて自社スタッフ豊富なポイント還元豊富なポイント還元 すべて自社スタッフ
ポイント .1

1 ポイント 600 円分の価値のある
ポイントをクイズに当たるたびに
プレゼント。クイズは全部で 4問
行います。楽しみながらお得に
ポイントゲットしよう！

自社バス・自社添乗員・自社運転手
弊社では、企画から当日の運営まで
すべて自社スタッフが行いますので
安心してご参加いただけます。

行程：出発 各地 6:00 ～ 7:00 頃
　　　行先 ひみつ
　　　帰着 各地 19:00 ～ 20:00 頃
　　　

LINE で予約
①LINE を起動
↓
②友だち追加をクリック
↓
③QRコードをクリック
バーコードリーダーが起動したら
左記のバーコードを読み取り弊社
LINE を追加してください。

＊お申し込みの際は、 ツアー名・出発日・
代表者氏名・電話番号・住所・人数・
乗車場所をご入力ください。 弊社からの
回答をもって受付完了となります。

24 時間
受付可能

はぎわら観光のバスはセーフティーバスの認証を
受けており、車両整備や運行管理等安全運行に対
する取り組みを高いレベルで実施しております。

Web site  https://hagiwara-kankou.com/〈旅行企画実施〉　
栃木県知事登録旅行業 2－547 号  総合旅行業取扱管理者　針ヶ谷伸行
〒321-4105 栃木県芳賀郡益子町北中 437－1



悠遊とりっぷ・足腰の弱い方でも安心の旅悠遊とりっぷ・足腰の弱い方でも安心の旅

旅行契約の内容・条件につきましては、次によるほか最終旅行日程表及び旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。なお、①旅行代金の額、②旅行の目的地及び出発日その他日程に
関する事項、③お客様が提供を受ける事ができる旅行に関するサービスの内容（運送、宿泊又は食事の内容）、以上の 3項目につきましては、別紙パンフレット・チラシ等をご参照ください。

ご旅行のお申込み

旅行代金お支払いと契約の成立

旅行代金に含まれるもの、含まれないもの

契約内容・旅行代金の変更

特別補償

取消料（旅行開始日の前日から起算）

旅程管理業務を行うものの同行の有無

当募集パンフフレット・チラシの申込方法（別掲）に従ってお申込み下さい。

旅行代金のお支払いは、当社が指定する期日までにお支払い下さい。
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領した時（金融機関へ
の振込の場合はその確認が取れたとき）に成立するものとします。

パンフレット・チラシに記載された行程の交通費、宿泊費、食事代、観光施設
入場料及び消費税等諸税が含まれます。個人的諸費用は含みません。

グループプラン及び特に記載のない場合は、最少催行人員は 15 名となります。

お申込みのご案内（旅行取引条件説明書抜粋）

当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その他当社の
関与しえない事由が生じた場合、契約内容や旅行代金を変更することがあります。

当社がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関する損害
賠償限度額は 15 万円を限度とし、損害発生翌日から起算し 14 日以内に申し出が
あった場合に限ります。

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体
または手荷物に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。

■20 日前から 8日前まで（日帰り旅行にあっては 10 日前から）・・・２０％
■7日前から 2日前まで・・・３０％　　■前日・・・４０％　
■当日（出発前）・・・５０％　■当日（出発後）・・・１００％
＊上記に関わらず宝塚等チケットが買取となるものはチケット相当額の取消料が掛ります。

グループプランは、添乗員は同行しません。その他のプランは添乗員が同行いたします。

全国旅行業協会会員栃木県知事登録旅行業 2-547　はぎわら観光株式会社　
栃木県芳賀郡益子町北中４３７－１　TEL：０２８５－７２－５３３４
総合旅行業取扱管理者：萩原一貴 /針ヶ谷伸行

当社の責任

秩父三十四観音霊場 板東三十三観音霊場 四国八十八観音霊場秩父三十四観音霊場 板東三十三観音霊場 四国八十八観音霊場

出発日
1/20( 日 )
18,980 円18,800 円

昼食･･･彩り弁当（お茶付）

女優として魅せる芝居、
ゲストと共にお届けする
コンサート。
由紀さおりの多彩な
世界をお楽しみ下さい。

各地（6:45 頃）＝高速・途中休憩＝
明治座（観劇・お席にてお弁当）＝高速・途中休憩＝各地（18:30 前後）

心の癒やしを求めて巡礼の旅心の癒やしを求めて巡礼の旅

Y-1
日帰り
東京

Y-2
日帰り
茨城

Y-3
日帰り
東京

出発日
2/14( 木 )

出発日
3/3( 日 )

8,980 円 18,980 円18,800 円
昼食･･･松花堂弁当 昼食･･･彩り弁当（お茶付）

テレビでおなじみの
「水谷八重子」が明治座座長公演。
ゆかりのゲストと共にお届けする
コンサートと老若男女を愉しませ
涙させる圧巻の夢芝居ショー。
大いに笑って楽しい１日になる事でしょう。
各地（6:30 頃）＝高速・途中休憩＝
明治座（観劇・昼食はお席にてお弁当）＝高速・途中休憩＝各地（17:30 前後）

明治座１月公演　千秋楽Ｓ席
由紀さおり　５０周年記念公演

太平洋を眺望　ひとりじめ
「鵜の岬」日帰り入浴と海産物ショッピン

魅惑のコンサートと圧巻の夢芝居ショー
明治座「水谷八重子　50 周年記念公演

利用率 28 年連続一位の
「国民宿舎　鵜の岬」。
予約の取れない宿として
有名です。
目の前に広がる太平洋
を眺めながらの日帰り
入浴はいかが？海産物
ショッピングも楽しみ♪
各地（8:00 頃）＝道の駅ひたちおおた＝国民宿舎「鵜の岬」ご昼食と日帰り入浴
＝日立おさかなセンター（買物）＝各地（17:30 前後）

第 1回（1～ 8番札所）日帰り

10,800 円

JC-1
巡礼
埼玉

出発日
3/３（日）

昼食･･･和食膳
10,800 円

第 2回（９～ 16 番札所）日帰り

10,800 円

JC-2
巡礼
埼玉

出発日
5/6（月・祝）

昼食･･･季節の彩り膳

【行程】

第 3回（17 ～ 24 番札所）日帰り
JC-3
巡礼
埼玉

出発日
7/7（日）
10,800 円
昼食･･･和食膳
10,800 円

今後の予定
第 4回：9月 8日（日）
第 5回：11 月 4日（月・祝）

全 5回シリーズ全 5回シリーズ 全 2回シリーズ全 2回シリーズ
☆今年好評を頂きました「秩父巡礼の旅」。多くの方の「又やらないの？」と
言った声にお応えして企画致しました。前回行きそびれた方、是非ご参加下さい。

各地（6:00 頃）＝＜高速道・途中休憩＞＝四萬部寺＝
真福寺ー金昌寺＝常泉寺＝語歌堂＝法長寺＝卜雲寺
＝西善寺＝花園ﾌｫﾚｽﾄ( 買物）＝＜高速道・途中休憩＞
＝各地（18:30 前後）

各地（6:00 頃）＝＜高速道・途中休憩＞＝明智寺＝
大慈寺＝常楽寺＝野坂寺＝少林寺＝慈眼寺＝今宮坊
＝西光寺＝道の駅はなぞの（買物）＜高速道・途中休憩＞
＝各地（19:00 前後）

【行程】
各地（6:00 頃）＝＜高速道・途中休憩＞＝神門寺＝
定林寺＝龍石寺＝岩之上堂＝観音寺＝童子堂＝音楽堂＝
法泉寺＝道の駅花園フォレスト（買物）＜高速道・途中休憩＞
＝各地（19:00 前後）

第 1回（17 ～ 20 番札所）日帰り
JB-1
巡礼
栃木

出発日
1/26（土）
11,500 円

昼食･･･そば定食
11,500 円

第 2回（1～ 4番札所）日帰り
JB-2
巡礼
神奈川

出発日
2/23（土）
11,500 円

昼食･･･とりめし御膳
11,500 円

第 3回（5～ 8番札所）日帰り
JB-3
巡礼
神奈川

出発日
3/24（日）
11,500 円

昼食･･･金目鯛の炙り膳
11,500 円

☆納経帖は、別途お支払い下さい。（初回参加者のみ「納経帖」プレゼント！）

今後の予定
第 4回：4月 20 日（土） /第 5回：5月 18 日（土）
第６回：6月 22 日（土）/第 7回：7月 20 日（土）
第 8回：8月 24 日（土）/第 9回：9月 21 日（土）
第 10 回：10 月 12 日（土）/第 11 回：11 月 16 日（土）

第 1回は地元栃木４ケ所を巡ります。日光中禅寺湖の湖畔、中禅寺
（立木観音）からスタートし、「大谷寺」へ。「満願寺そば」の
ご昼食後は「出流山満願寺」「西明寺」と地元の名刹を
巡ります。

各地（7:00 頃）＝中禅寺（立木観音）＝大谷寺（（大谷観音）＝
いづるや（昼食）＝出流山満願寺＝西明寺＝各地（17:30 前後）

第 2回は神奈川県の４ケ所を巡ります。坂東一番札所の杉本寺を
スタートし、「花の寺」として有名な「長谷寺」を巡ります。
昼食後、「安養院田代寺」「岩殿寺」と巡ります。

各地（6:00 頃）＝杉本寺＝長谷寺（長谷観音）＝鎌倉観光会館（昼食）＝
安養院（田代寺）＝岩殿寺＝各地（20:00 前後）

第３回は前回に続き神奈川県の４ケ所を巡ります。
小田原城の鬼門除け「勝福寺」からスタートし昼食は
「小田原鈴廣かまぼこの里」。光明寺・長谷寺（飯山観音）
星谷寺と巡ります。

各地（6:30 頃）＝勝福寺＝小田原鈴廣（昼食）＝光明寺＝
長谷寺（飯山観音）＝星谷寺＝各地（20:00 前後）

【行程】

【行程】

【行程】

全 11 回シリーズ全 11 回シリーズ

【行程】

3 社合同企画

8,980 円

10,800 円

第 1回（1～４４番札所）5泊 6日JS-1
巡礼
四国

出発日
4/1（月）
～ 4/6（土）
239,800 円 ～ 249,500 円239,800 円 ～ 249,500 円
今後の予定
第２回：9月３０日（月）～ 10 月 5日（土）
愛媛県（伊予）と香川県（讃岐）の霊場を巡ります
　

【１日目】各地（2:00 頃）＝壬生ＰＡ＝どまんなかたぬま＝高速道・途中休憩＝
羽田空港→JAL453→徳島空港＝霊山寺＝極楽寺＝金泉寺＝大日寺＝地蔵寺＝安楽
寺＝十楽寺＝熊谷寺＝法輪寺＝切幡寺＝藤井寺＝神山温泉ホテル（泊）16:30 頃

【２日目】ホテル（7:30 頃）＝焼山寺＝大日寺＝常楽寺＝国分寺＝観音寺＝井戸寺
＝恩山寺＝立江寺＝鶴林寺＝太龍寺（ﾛｰﾌﾟｳｴｲ）＝ベイｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ竜宮 17:30 頃（泊）
【３日目】ホテル（7:30 頃）＝平等寺＝薬王寺＝鯖大師本坊＝最御埼寺＝津照寺
＝金剛頂寺＝神峯寺＝ロイヤルホテル土佐 17:30 頃（泊）
【４日目】ホテル（7:30 頃）＝大日寺＝国分寺＝善楽寺＝竹林寺＝禅師峰寺＝桂浜
（観光）＝雪蹊寺＝種間寺＝清瀧寺＝青龍寺＝三陽荘 17:00 頃（泊）
【５日目】ホテル（7:30 頃）＝岩本寺＝金剛福寺＝延光寺＝観自在寺＝龍光寺＝
佛木寺＝宇和島国際ホテル 17:30 頃（泊）
【６日目】ホテル（7:30 頃）＝明石寺＝永徳寺＝大宝寺＝岩屋寺＝浄瑠璃寺＝
松山空港→JAL438→羽田空港＝高速道・途中休憩＝各地（23:00 前後）

今回、4月と 9月の計２回に分け、お大師さま（弘法大師・空海）の御跡である
八十八ヶ所霊場を巡礼（遍路）します。第１回は徳島県（阿波）と高知県（土佐）
愛媛県（伊予）の 46 ヶ所を巡礼いたします。
【行程】

4日目
5日目

食事条件 朝 昼 夕

6日目 ×
１名１室２名１室

３名１室４名以上１室
１名あたりの料金表

239,800 円 243,000 円

249,500 円 要問合せ

１日目
２日目

食事条件 朝 昼 夕

３日目

×

「悠遊とりっぷ」のこだわり
①ガイドヘルパーの資格を持った添乗員同行
②リフト付きバスでの運行（車いす 6台搭載可）
③立寄り場所はすべてバリアフリー対応施設
④食事は椅子テーブルでのご用意
⑤ゆっくり出発・早めの帰着
⑥1回の休憩は 20 ～ 30 分おとりします
⑦ツアー代金に国内旅行傷害保険代込み
⑧もちろん健常者も大歓迎！

ご案内
●食品アレルギーのある方、
障碍者手帳をお持ちの方は、
お申込時にお申出下さい。
●車いすご利用の方は、別途
介添人の参加もお願いいたし
ます。（介添人は 1000 円引）
●ガイドヘルパー添乗員は、
ツアーの全体的な行程を遂行
する為、特定の方だけに専属
で付き添う事は出来かねます
●専属スタッフ及び自宅送迎
サービス等は別途有料でお手
配可能です。詳細はお問合せ
ください。

「悠遊とりっぷ」のこだわり


