
各地 (6:00 頃）＝忍野八海＝昼食＝富士芝桜まつり＝各地（20:00 前後） 各地 (6:00 頃）＝ドラゴンドラ＝魚野の里（昼食）＝清津峡＝各地（20:00 前後）

【1日目】各地（6:00 頃）＝ハーブ庭園旅日記＝赤富士ワインセラー＝ほうとう不動（昼食）＝富士芝桜祭り＝白糸の滝＝道の駅富士川楽座（自由夕食）＝ホテル
ルートイン新富士駅南（泊）【２日目】ホテル=箱根ロープウエイ＝小田急山のホテル・つつじ庭園＝箱根関所旅物語（昼食）＝鈴廣（買物）＝各地（19:00 前後）

初夏の富士箱根　山のホテルのつつじ・箱根ロープウエイ・富士芝桜祭り山梨・神奈川
天気に恵まれれば、 最高の富士山をめぐる旅。 夕食は、 道の駅富士川楽座で自由食♪

【1日目】朝ー昼〇夕ー　　
【２日目】朝〇昼〇夕ー　

５/８(日 )～９(月）
【１泊２日】

30,800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

３０，８００円

設定なし設定なし

３０，８００円

大迫力！　黒部アルペンルート「雪の大谷」＆砺波チューリップ祭り

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

４８，０００円 要お問い合わせ

設定なし設定なし

５/３(火 )～４(水）
【１泊２日】

48,000円48,000円

砺波のチューリップ祭りと、 迫力ある雪の立山黒部アルペンルートをお楽しみ下さい。

【１日目】各地（6:00 頃）＝砺波チューリップ祭り（自由見学）＝ダイワロイネットホテル富山駅前（泊）
【２日目】ホテル=立山駅＋＋＜立山黒部アルペンルート＞＋＋扇沢駅＝各地（21:00 前後）

【1日目】朝ー昼ー夕ー　　
【２日目】朝〇昼〇夕ー　

【１日目】各地（6:00 頃）＝前沢ＳＡ（自由昼食）＝北上展勝地桜まつり＝角館桜祭り＝ホテルルートイン盛岡駅前（泊）
【２日目】ホテル=弘前城址公園桜祭り＝弁当昼食＝各地（20:30 前後）

４/２３(土 )～２４(日 )

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

設定なし設定なし

３７，０００円

【１泊２日】

35,800円

～ 36,500円

一度は訪れたい、 東北を代表する桜の名所！夕食はついていませんが、 ホテルは盛岡駅前ですので食事処は豊富♪

東北三大桜祭り♪　角館武家屋敷の枝垂れ桜・弘前城址公園の桜・北上展勝地　

【1日目】朝ー昼ー夕ー　　
【２日目】朝〇昼〇夕ー　

各地（6:30 頃）＝鶴ヶ城の桜＝会津柏屋（買物）＝喜多方蔵屋敷（昼食）
＝日中線のしだれ桜＝各地（18:30 前後）

昼食…喜多方ラーメン・田楽セット

13,800円13,800円

４/１６(土 )
鶴ヶ城の桜と喜多方「日中線の桜」を見るプラン。おススメ！

鶴ヶ城の桜　
喜多方・日中線のしだれ桜

７年に一度善光寺の御開帳と桜を楽しむプラン！

A-2
福島

各地（6:00 頃）＝善光寺御開帳（参拝・昼食）＝
上田城址公園の桜（自由見学）＝各地（18:30 前後）

４/１０(日 )

13,800円13,800円

栃木・茨城
A-4

見事な大藤とネモフィラの競演！見事な美しさに感動！

一度は見たい！あしかがフラワーパークの大藤
ひたち海浜公園のネモフィラ

各地 (7:00 頃）＝あしかがフラワーパークの藤の花＝ひたち
海浜公園のネモフィラ＝那珂湊（買物）＝各地（18:00 前後）

11,800円11,800円

４/２７(水 )

昼食…茨城名物・三浜たこめし弁当

４/７(木 )

14,800円14,800円

新緑の空中散歩！「苗場ドラゴンドラ」
日本三大峡谷「清津峡」

５/１４(土 )
14,800 円
和食御膳

初夏の味覚！房州びわ狩り
はちみつ工房・和蔵酒造

５/１５(日 )・６/１４（土）

地魚三点盛膳

５/２１(土 )
13,800 円
回転ずし食べ放題

初夏の花々とメロン１個狩り・
（半分試食付）＆回転寿司食べ放題

５/２２(日 )
11,800 円
天ざる・みそおでん付

バラの競演！旧古河庭園・
鳩山会館・神代植物園＆深大寺そば

のんびり栃木路！那須フラワーワールド
ゴンドラで行く御用つつじ群生地

５/２６(木 )

ご当地弁当「なすべん」

感動の絶景！ズミ・ワタスゲ咲く戦場ヶ原
千手ケ浜のクリンソウ・中禅寺湖クルーズ

６/９(木 )

自由食
9,800 円

うな重

初夏のグルメ旅！　堀切菖蒲園・柴又帝釈天・
カットメロン食べ放題・めんたいパーク大洗

大人気！母畑温泉で贅沢時間！
グルメランチ「満腹膳」♪

６/１１(土 )
13,800 円
満腹膳

６/１２(日 )

６/１８(土 )

栗おこわ膳

信州サクランボ狩り
小布施散策・こんにゃくパーク

６/２５(土 ) 山形さくらんぼ狩り＆選べるランチ
すき焼き or しゃぶしゃぶ or 会席料理（しゃぶしゃぶ・すき焼き・会席）

河口湖ラベンダー祭り
桃狩り・ハーブ庭園旅日記

６/２６(日 )

すき焼き定食

絶品！信州あんず（試食・１Ｋ土産付）
北向観音・上田電鉄ハーモニカ列車

７/２(土 )

信州太郎ポークしゃぶ

フルーツ王国山梨へ行こう！鳴沢氷穴
桃狩り園内食べ放題・ハーブ庭園旅日記

７/１４(木 )・２３（土）

不動ほうとう・黒糖いなり

花咲く湿原！
雄国沼ハイキング10,800 円

７/３(日 )

自由食

５/２８(土 )
　　　　～３０(月）

67,800 円

～ 69,800 円

世界自然遺産遺産「白神山地」・十二湖
　ローカル列車「五能線」・
奥入瀬渓流・鶴の舞橋

【2泊3日】

世界自然遺産「白川郷合掌集落」・
金沢兼六園・ひがし茶屋街・
飛騨の小京都「高山」

６/５(日 )
　　　　～６(月）

31,800 円

～ 32,800 円

【１泊２日】

7年に一度の「善光寺御開帳」
「北向観音」両参り
初夏の味覚！

信州さくらんぼ狩り

６/１９(日 )
　　　　～２０(月）

36,800 円

～ 39,800 円

【１泊２日】 【１泊２日】
見どころ満載！　佐渡島♪　
世界文化遺産候補「佐渡金山」・
たらい舟体験・砂金採り

36,000 円

～ 38,000 円

白馬花三昧！
ゴンドラ・リフトに乗って
雲上のお花畑・爽やか上高地

７/３０(土 )
　　　～３１(日）

７/１０(日 )
　　　～１１(月）

32,800 円

【１泊２日】

いつもありがとうございます。紙面の関係上、詳細を掲載することができません。気になるプランがございましたら、
お問い合わせ下さいませ。（ホームページでも閲覧可能です。）毎月初めに、翌月の企画を「LINE」にてお送り致します。

5～７月　【日帰り ・宿泊ツアー】 予定

Ｂ－２
富山・長野

秋田・岩手・青森 角館武家屋敷の枝垂れ桜・弘前城址公園の桜・北上展勝地　

35,800円

～ 37,000円

上田城址公園の桜と
7年に一度の善光寺御開帳

A-1
長野

昼食…お花見弁当

昼食…御開帳御膳

各地（6:30 頃）＝花見山公園（弁当昼食・自由見学）＝
三春の滝桜（自由見学）＝各地（18:30 前後）

何度でも訪れたい！「花見山公園」と三春の滝桜のプラン♪

何度でも見たい！感動の
三春の滝桜＆花見山公園

A-3
福島

14,800 円

11,800 円

14,800 円

13,800 円

14,800 円

12,800 円

13,800 円

30,800円

13,800 円

Ｂ－１

Ｂ－３

＊詳細については、
お問い合わせ下さい
☎　0285-72-5334

原則ワクチン２回接種済の方・又は
PCR 検査陰性の方のみご参加いただけます。


