
バス座席は、お申込み順で座席割をさせていただきます。
座席の希望には添いかねますので、ご了承ください。ただし、
ご高齢（80才以上）の方や障害をお持ちの方は、事前にご相談下さい。
また、奇数でご参加の方は相席となります。

バス座席
について
バス座席
について

福島支店 024（531）8953

二本松営業所
川俣営業所
相馬営業所
郡山支店
須賀川営業所

0243（23）0123
024（566）5853
0244（36）6798
024（944）3380
0248（75）3184

白河営業所
石川営業所
棚倉営業所
船引営業所
小野営業所

0248（23）3151
0247（26）2151
0247（33）2151
0247（82）1101
0247（72）2816

 旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第1034号（社）日本旅行業協会正会員

福島交通観光

●カインドシェリーポイントカード
 ツアーにご参加頂いた皆様全員に、
 無料でお得なポイントカードを発行！
旅行日数１日につき１枚シールをお渡し致します。
例）日帰り‥1枚　2泊3日‥3枚　但し夜行分は含みません。
（例：日帰り夜行は 1枚）
シール25枚（カード1冊）で、次回ご参加の旅行代金
から2,000円を割引いたします。現金との交換はできません。
※高速バスプランは、適用外となります

本社／福島市東浜町7-8
☎024（531）8950
総合旅行業務取扱管理者　穴澤芳之

E-mail  kokunai@fkk21.com

お問合せは、お近くの支店
または営業所へ。
受付時間［平日］　9:00～17:40
　　　　［土曜日］9:00～17:25

※須賀川（営）、郡山駅前始発となる場合があります。

●お客様無料駐車場（予約制）

 お車でおいでのお客様のために、 
 無料駐車場をご用意しております。

ツアー申込みの際にお申し付けください。
保原バスセンター  平野バスターミナル 二本松（営）
須賀川（営） 郡山支店  小野（営） 白河（営） 
石川（営） 船引（営） 棚倉（営）
セブンイレブン矢吹IC店　ローソン白河インター店

●バスツアー乗降地のご案内

乗降地限定の場合
平野バスターミナル
ーー福島駅前ーー
（高速）ーー郡山駅前
ーー須賀川（営）ーー
白河 IC（ローソン）

北上する場合
白河（営）ーーセブンイレブン矢吹IC店
ーー須賀川（営）ーー郡山支社ーー郡山駅前
ーー本宮ーー二本松（営）ーー松川北原（停）
ーー福島駅前ーー平野バスターミナル

下記乗降地以外でのご乗車は、ご遠慮願います。

南下する場合／磐越道利用の場合
保原バスセンターーー平野バスターミナルーー
福島駅前ーー松川北原（停）ーー二本松（営）
ーー本宮ーー郡山支社ーー郡山駅前ーー須賀川（営）
ーーセブンイレブン矢吹IC店ーー白河（営）
※日帰りは平野バスターミナル発着

気軽にお得に路線バスの旅

【福島バス物語】
お一人様から参加可能！  前日17：00まで予約可能！ 

※福島バス物語とは路線バス・高速バスと
　観光施設を組み合わせたパック商品です。詳しくはホームページを参照下さい

URL:https://busmonogatari.com 

福島バス物語 検索

知 っ 得 サービスのご案内

… 添乗員同行… インターネット予約可能コース このチラシは1月15日に作成いたしました。その後の予約状況によっては満席の場合もございますので予めご了承下さい。… バスガイド付

企
画
旅
行
条
件

国
内
募
集
型

◆ 旅行のお申込みと契約の成立時期
（１）所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込みください。
申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取扱
います。また旅行契約は、当社が予約を承諾し、申込金を受理した時に成立
するものとします。　

国　内
の場合

 旅行代金
（おひとり様）

1万円未満 1万円以上
5万円未満

 5万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

お申込金 3,000円 10,000円 20,000円 30,000円

国　内
の場合

旅行開始日の
20日前～8日前

旅行開始日の
7日前～2日前

旅行開始日の
前日

旅行開始日の
当日

開始後の解除
無連絡不参加

旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％

旅行代金の
100％

（２）当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による国内募集型企画旅行の予約を
受付ます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算した 3日以
内に、申込書と申込金を提出していただきます。
◆ 取消料　お申込み後、お客様のご都合により、お取消しの場合、下記の料率で取消料を申し受けます。

※日帰りの場合、旅行開始日の10日前～８日前は旅行代金の20％、7日前以降は上
記料率となります。
※日帰り夜行は、20日前より取消料がかかります。

くわしい旅行条件を説明した書類をお渡しして
おりますので事前にご確認の上、お申込み下さい。

◆ 旅行条件　この旅行条件は 2018年1月15日を基準としております。
◆ 個人情報の取扱い　お申込みいただいた旅行の手配の為に必要な範囲内での
運送・宿泊機関等その他へ個人情報を利用させていただきます。よりよい旅行商
品の開発や旅行の案内をお客様にお届けするために必要最小限の範囲で個人情
報を利用させていただきます。◆ 旅程管理　各コース毎に記載

◆ 利用バス会社　福島交通
（現地バス利用コースは、各コース毎に記載のバス会社となります。）
◆ 最少催行人員　特に明記していない場合を除き30名。尚、催行中止の場合、
出発日の１４日前までにご連絡致します。日帰りについては４日前までのご連
絡となります。 

コース　　　　　  福島駅前（6：00）/
白河（営）－郡山駅前（6：40）－
＜磐越・北陸道＞－浦浜登山口・・
（浦浜コース）・・角田山（482m）
・・・（灯台コース）・・・登山口
－なごみの湯（入浴）－＜北陸・
磐越道＞－郡山駅前（19：20頃）
－白河（営）/福島駅前（20：20頃）

×
弁
×

日帰りNo.287 新潟

9,800円旅行代金
小人不可

3/25（日）・31（土）
福島～二本松～本宮乗車

3/24（土）・4/1（日）
白河～須賀川～郡山乗車

出発日（各42名）

東海道五十三次
　　　　街道めぐり
健康と歴史探訪ウォーク（全２７回シリーズ）
第１回　日本橋～品川宿を歩く

郷土に伝わる一番人気の「麩
料理」コースを古い蔵屋敷で
お召し上がりいただきます。
名物店主・横尾千代乃さん
のお話も楽しみです。

コース　　　　　  郡山駅前（7：00）－福島駅前（8：20）－＜東北中央道＞－道の駅
川のみなと長井－朝日町ワイン城（見学・試飲）－東根・古民家「梅ヶ枝
清水」（郷土料理/麩料理御膳）－文四郎麩（伝統の味をお買物）－
寒河江・国史跡「慈恩寺」（若返り祈願）－チェリーランド寒河江
（お買物）－＜山形・東北道＞－福島駅前（17：40頃）－郡山駅前（19：00頃）

7,400円旅行代金 小人同額 　　　　　  福島駅前（5：50）/郡
山駅前（6：10）－＜東北道・首都高＞
－日本橋付近・・・新橋・・・芝増
上寺大門・・・泉岳寺・・・品川宿
－＜首都高・東北道＞－郡山駅前
（21：10頃）/福島駅前（21：20頃）

×
弁
×

日帰りNo.290 東京

11,000円
旅行代金

小人不可

東海道五十三次
　　　　街道めぐり
健康と歴史探訪ウォーク（全２７回シリーズ）
第１回　日本橋～品川宿を歩く

3/31（土）福島～二本松～本宮乗車
郡山～須賀川～白河乗車

出発日（各42名）

初回参加者限定記念
「広重 東海道
　 五拾三次」冊子
全員へプレゼント

　　　※街道あるき心強いポイント
①東海道マイスター（ウォーキングリーダー）同行
②歴史スポットでは現地ガイド案内
③イヤホンガイド付
④オリジナルスタンプ帳とウォーキングマップ進呈
⑤お弁当とお茶（ペットボトル）付

　　　※街道あるき心強いポイント
①東海道マイスター（ウォーキングリーダー）同行
②歴史スポットでは現地ガイド案内
③イヤホンガイド付
④オリジナルスタンプ帳とウォーキングマップ進呈
⑤お弁当とお茶（ペットボトル）付

■ウォーキング説明会のご案内
2/15（木）　白河会場　：白河市産業プラザ人材育成センター　２階　第１教室　９時30分開始
　　　　　 郡山会場　：郡山市民交流プラザ（ビッグアイ7階）　第2会議室　　14時開始
2/16（金）　南相馬会場：南相馬市情報交流センター　２階　大会議室  　　　　 ９時30分開始
　　　　　 福島会場　：コラッセふくしま　5階　特別会議室　                        14時開始

×
昼
×

おすすめポイント

日帰り
No.289 山形

コース

3/3（土）・4（日）・10（土）・17（土）・ 
　18（日）・24（土）・25（日）・31（土）

出発日（各42名）

おすすめポイント 　　　　　　福島駅前（7：50）－郡山駅前（9：10）－白河（営）－＜東北道＞－東武ワールド
スクウェア（ランチバイキングと園内見学）/東武ワールドスクウェア駅 　  （ＳＬ大樹
4号乗車）　   下今市駅－道の駅日光街道ニコニコ本陣（お買物）－＜東北道＞－白河（営）
－郡山駅前（18：20）－福島駅前（19：40）

コース
× 

昼 

×

大人 8,800円
旅行代金

小人    7,300円

日帰り

乗降地限定

東武鉄道　　　
「SL大樹（たいじゅ）」乗車と
東武ワールドスクウェア

東武鉄道　　　
「SL大樹（たいじゅ）」乗車と
東武ワールドスクウェア

・天平の花まつり期間と
なります。お花見と露店
チケットでＢ級グルメ
をお楽しみください。
・旬の味覚高級いちご“ス
カイベリー狩り”もお楽
しみに！

おすすめポイント

・地下30mに広がる巨大空間「大谷
　資料館」での特別企画を見学！
・いちご一会では、人気のデザート
　とイタリアンビュッフェをお楽
　しみください。

おすすめポイント

　　　　　　福島駅前（7：00）・郡山駅前（7：
10）－＜東北道＞－東武トレジャーガーデン
（芝桜＆スプリングガーデンフェスタ）－
桜の名所天平の丘公園（天平の花まつり /
露店チケット付）－いちごの里（プレミアム
いちご“スカイベリー”食べ放題30分）－＜東北
道＞－郡山駅前（17：40頃）・福島駅前（18：10頃）

コース

×  

昼  

×

7,900円旅行代金 小人300円引

No.282 栃木

No.286 栃木

No.285栃木

日帰り

4/1（日）・3（火）・6（金）・
    9（月）・10（火）

　　　　　　福島駅前（7：20）－郡山駅前（8：40）－白河 IC－＜東北道＞－いちご
一会（イタリアンランチと人気のスイーツ食べ放題）－とちぎ花センター（関東最
大級の規模を誇るヒスイカズラ見頃）－大谷資料館（巨大地下空間【期間限定
特別企画】開催）－＜東北道＞－白河IC－郡山駅前（17：40頃）－福島駅前（18：50頃）

コース
× 

昼 

×

　　　　　  福島駅前（7：00）－郡山駅前
（8：30）－須賀川 IC－＜東北道＞－薬草の湯・
芦野温泉（たっぷり滞在５時間 / 昼食・入浴・
休憩）－那須お菓子の城（お買物）－＜東北道＞
－郡山駅前（17：20頃）－福島駅前（18：50頃）

コース

× 

昼 

×

旅行代金

No.283 栃木

No.233 栃木

日帰り乗降地限定

No.284 栃木 日帰り乗降地限定

8,400円
4/13（金）・15（日）・21（土）・24（火）・28（土）
福島～二本松～本宮乗車

4/14（土）・18（水）・22（日）・26（木）・29（日）
郡山～須賀川～白河乗車

出発日（各42名） 小人
400円引

・英国大使館別荘記念公園、
イタリア大使館別荘記念公
園、日光田母沢御用邸記念
公園の３記念公園をご案内。
・人気の金谷ホテルベーカ
リーのお買物もお楽しみです。

おすすめポイント

＜お客様の声＞歩くのもやっとだったのです
が、薬草の湯に２回入ったら帰りにはウソの
ように痛みが無くなっていました。是非、体験
してみてください。（芦野温泉12月号より）

おすすめポイント

・日本最古の学校「史跡足利学校」を期間限定で
　夜も公開。幻想的な空間をお楽しみください。
・日本夜景遺産、縁結びの神社・足利織姫神社
　へご案内します。

おすすめポイント

　　　　　　福島駅前（6：40）－郡山駅前（7：50）－白河 IC
－＜東北道・日光宇都宮道路＞－いろは坂－中禅寺湖畔（英国
大使館別荘記念公園・イタリア大使館別荘記念公園）－日光
（昼食 / 日光栗おこわ葵御膳）－日光田母沢御用邸記念公園
（樹齢 400 年の枝垂桜・皇后御学問所特別公開）－金谷
ホテル歴史館（金谷ホテルベーカリーお買物）－＜日光宇都宮道路・
東北道＞－白河 IC－郡山駅前（18：00頃）－福島駅前（19：10頃）

コース

× 

昼 
×

8,200円
旅行代金

4/28（土）・29（日）・30（月）出発日
（各42名） 　　　　　　福島駅前（13：00）－郡山駅前（14：10）

－白河 IC－＜東北道＞－佐野（名物佐野ラーメン餃子
付の早目の夕食）－日本夜景遺産・足利織姫神社－
夜の足利学校特別公開（ライトアップと「銘仙行灯」で
彩られた幻想的な空間）－＜北関東・東北道＞－白河 IC
－郡山駅前（21：50頃）－福島駅前（22：50頃）

コース

×
× 

夕 

旅行代金

日帰り乗降地限定

7,200円
4/15（日）・18（水）・21（土）・22（日）・
   26（木）・28（土）・29（日）

出発日
（各42名）

夜の足利学校
特別公開と

日本夜景遺産 
足利織姫神社
ライトアップ

夜の足利学校
特別公開と

日本夜景遺産 
足利織姫神社
ライトアップ小人同額

・喜多方市山都町沼ノ平地区は、日本最大
級の福寿草の群生地です。約100万株の
黄色い花が春を感じさせてくれます。
・山都の気候は、昼と夜の温度差が著し
いため良質な玄そばができ、全国から
でもそば愛好家が訪れています。

コース　　　福島駅前（7：00）/白河（営）－郡山駅
前（7：30）－＜磐越道＞－山都町沼ノ平「日本最大級
の福寿草群生地」ハイキング－山都町（寒ざらし
そばの昼食）－河京らーめん館（お買物）－＜磐越道＞
－郡山駅前（15：40頃）－白河（営）/福島駅前（16：10頃）

×
昼
×

日帰りNo.288 福島

桜咲く中禅寺湖 
英国・イタリア大使館別荘と
日光田母沢御用邸
金谷ホテル歴史館と
金谷ホテルベーカリーお買物

桜咲く中禅寺湖 
英国・イタリア大使館別荘と
日光田母沢御用邸
金谷ホテル歴史館と
金谷ホテルベーカリーお買物

大谷巨大地下空間デジタル掛け軸
デザートいっぱいイタリアンビュッフェランチ・
とちぎ花センター

大谷巨大地下空間デジタル掛け軸
デザートいっぱいイタリアンビュッフェランチ・
とちぎ花センター

期間限定特別企画

期間限定

・日本最古の学校「史跡足利学校」を期間限定で・日本最古の学校「史跡足利学校」を期間限定で

6,800円旅行代金 小人同額

美肌・美人の湯、健康の湯！
現代の湯治場 薬草の湯・
　　　　芦野温泉

美肌・美人の湯、健康の湯！
現代の湯治場 薬草の湯・
　　　　芦野温泉

芦野温泉大浴場

約58年ぶりに鬼怒川線に復活したSL大樹に
乗車（約30分）と世界一周旅行気分をワールド
スクウェアでお楽しみください。

田母沢御用邸・枝垂桜

英国大使館別荘２階からの眺望イタリア大使館別荘記念公園

大谷資料館
（特別企画）

い
ち
ご
一
会

（
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
ラ
ン
チ
）

天平の丘公園・桜

いちご狩り
（スカイベリー）

SL「大樹」走行

足利織姫神社ライトアップ

夜の足利学校特別公開
小人400円引

雪割草とカタクリの花園
　角田山（482m）登山
雪割草とカタクリの花園
　角田山（482m）登山

春の訪れにあわせて雪
割草が咲き誇り、開花
時期によってはカタク
リの群生と併せて見る
こともできます。

体力難易度　
初級～中級
歩程　約６㎞　
約４時間（休憩時間除く）
標高差　約470m　
登山ガイド　同行

おすすめポイント

幸せの黄色い花
「福寿草の里」ハイキングと

山都の寒ざらしそば

幸せの黄色い花
「福寿草の里」ハイキングと

山都の寒ざらしそば
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出発日
（各42名）

・

・

（スカイベリー） （各4

梅
ヶ
枝
清
水
・
お
姫
様
膳

梅
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様
膳

古民家梅ヶ枝清水

カ
タ
ク
リ

福
寿
草

蕎
麦
と
天
ぷ
ら
イ
メ
ー
ジ

3/24（土）・29（木）・4/1（日）
福島～二本松～本宮乗車

3/25（日）・31（土）
白河～須賀川～郡山乗車

出発日（各42名）
6,900円 小人同額旅行代金

おすすめポイント

昼食、そばアレルギーの方は「うどん」でご用意いたします。お申込時にお申し付けください（当日対応不可）
※歩きやすい服装、靴でご参加ください。

3/18（日）・25（日）・31（土）・4/7（土）
白河～須賀川～郡山乗車

3/11（日）・17（土）・24（土）
4/1（日）・8（日）

本宮～二本松～福島乗車

出発日（各42名）

古民家「梅ヶ枝清水（めがすず）」の
郷土料理（麩料理御膳）と　     　　
　　若返り祈願 国史跡「慈恩寺」　　

古民家「梅ヶ枝清水（めがすず）」の
郷土料理（麩料理御膳）と　     　　
　　若返り祈願 国史跡「慈恩寺」　　

2/18（日）・24（土）
3/10（土）・17（土）・26（月）
4/1（日）・7（土）・14（土）・21（土）

出発日（各42名）

桜咲く天平の丘公園     
天平の花まつりと    

プレミアムいちごスカイベリー食べ放題
東武トレジャーガーデン芝桜＆
スプリングガーデンフェスタ

桜咲く天平の丘公園     
天平の花まつりと    

プレミアムいちごスカイベリー食べ放題
東武トレジャーガーデン芝桜＆
スプリングガーデンフェスタ

歩行距離：約９㎞　歩行時間：約4時間

おすすめポイント

※事前予約は必要ございませんので、お気軽にご参加ください。

限定１本

花の百名山

五街道の起点である日本橋からスタートし、銀座、新
橋などの歓楽街や増上寺や泉岳寺などの歴史ある場
所を訪れ、最初の宿場街である品川宿を目指します！

日
本
橋

どうぞ 御立ち寄り
くださいナース
  店主 横尾 千代乃

東武ワールドスクウェア


