
… 添乗員同行… インターネット予約可能コース … バスガイド付
このチラシは5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。

 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
知 っ 得 サービスのご案内

●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、相馬（営）では無
料駐車場をご用意しております。スペースに限りが
ある為、事前予約となりますので、予めご了承下さい。 
☎0244-36-6798

 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。

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

ホームページ http://www.fkk21.com���E-mail  kokunai@fkk21.com

相馬市中村字錦町1-3   総合旅行業務取扱管理者   臼井 厚

☎0244-36-6798 FAX 0244-36-2873
  営業時間［平日］9:00～17:40 ［土曜日］9:00～17:25

お問い合わせ・
お申込みは

乗降地のご案内乗降地のご案内乗降地のご案内 福島交通相馬営業所相馬鹿島農協前バス停鹿島川俣線・小川町バス停原町

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 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

旅
行
条
件

国
内
募
集
型
企
画

◆ 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。

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

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。 
◆ 旅行条件　この旅行条件は 2018年5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。

福島交通観光 相馬営業所

那
智
大
社
と
那
智
の
滝

橋杭岩

1泊2日No.352千葉

1 日目　福島駅前（6：20）－
郡山駅前（7：20）－白河 IC－
＜常磐・圏央道＞－牛久大仏（地
上 120m 世界一の大仏）－
里見駅　  小湊鐵道「里山ト
ロッコ」  　養老渓谷駅－養老
の瀧散策－鴨川（泊/16：40頃）

2 日目　鴨川（8：30）－道の駅ま
るたけ（お買物）－“絶景” 濃溝の滝
－鋸山ロープウェイ（関東富士見
100景）－浜金谷（昼食）－＜東京湾
アクアライン（海ほたるPA休憩）・
東北道＞－白河 IC－郡山駅前（19：
00頃）－福島駅前（20：00頃）

朝 

昼 

×

×
弁 

夕

■お泊り：鴨川ホテル三日月

　 （4名１室）          （3名１室）          （2名１室）  

 24,600円  25,600円  27,600円
旅行代金

コース
7/1（日）・16（月）・
9/2（日）・17（月）

出発日
（各40名）

乗降地限定

1日目　福島駅前（6：30）－郡山駅前（8：00）－＜磐越・
北陸道＞－小出（昼食 /名物へぎそば）－川永農園（名産八
色スイカ食べ放題と野菜６個狩り・魚沼産コシヒカリ
買付）－湯沢高原アルプの里（標高1,000m雲上の花高
原・５万本のユリの花）－越後湯沢温泉（泊/17：00頃）

2 日目　越後湯沢（8：30）－津南50万本のひま
わり畑（沖の原ひまわり畑）－龍ヶ窪の池（日本
名水100選）－魚野の里（日本海産紅ズワイガ
ニ 1 杯と甘えび 30分食べ放題）－＜北陸・磐越
道＞－郡山駅前（17：30頃）－福島駅前（19：00頃）

朝
昼
×

×
昼
夕

■お泊り：ホテル双葉

おすすめポイント
・美味しい名産八色スイカ食べ放題と夏
野菜狩り、生でも旨いとうもろこし狩り
を体験、お持ち帰りいただきます。
・ユリの花や津南ひまわり畑の美景、幻想
的な龍ヶ窪の涼景をお楽しみください。

おすすめポイント
・世界文化遺産登録を目指す「佐渡金
銀山」。2010年秋には、金を中心とす
る佐渡鉱山の遺産群として世界遺産
暫定リストに記載されました。

・北沢浮遊選鉱場跡を巡る世界遺産ツ
アーや風光明媚なスカイライン（白
雲台）など佐渡の名所へご案内！

　 （4名１室）            （3 名１室）          （2 名１室）  

 25,600円  26,600円  27,600円
旅行代金

　 （4名１室）         （3名１室）          （2名１室）  

 29,800円  30,800円  32,800円
旅行代金

コース

1 日目　福島駅前（7：20）/白河（営）－郡山
駅前（8：30）－＜磐越道＞－新潟港～～～
　  （佐渡汽船・カーフェリー /２等船室）
～　  ～両津港－佐渡歴史伝説館－尾畑
酒造（酒蔵見学）－八幡温泉または大佐渡
温泉（泊 /17：20 頃）

2日目　ホテル（8：10）－佐渡金山「世界遺産ツ
アーコース」－大佐渡スカイライン（白雲台）－
トキの森公園－両津港～　  ～（佐渡汽船・カー
フェリー /２等船室）～　  ～新潟港－新潟
ふるさと村（お買物）－＜磐越道＞－郡山駅前
（18：50頃）－白河（営）/ 福島駅前（20：00頃）

朝
弁
×

×
弁
夕

■お泊り /八幡館またはホテル大佐渡

コース

7/23（月）・8/5（日）出発日（各40名）

1泊2日No.354新潟

1泊2日No.351長野・新潟

1日目　福島駅前（6：00）－郡山駅前（7：00）－白
河IC－＜東北・上信越道＞－栗と北斎と花のまち「小
布施」自由散策（昼食 / 自由食）－竜王マウンテン
パーク  　  （幻想的な雲海と竜王湿原高山植物）
－上越妙高（泊/17：20頃）　※ナイトイリュージョ
ン2018（光と水と音のコラボ）18：00～23：00

2日目　上越妙高（8：30）－上越市立水
族博物館うみがたり（日本海をテーマ
にした水族館 / 水中トンネル大水槽・
イルカショー）－寺泊（昼食 / 日本海の
海の幸とお買物）－＜磐越・東北道＞－郡
山駅前（17：20頃）－福島駅前（18：30頃）

朝
昼
×

×
×
夕

■お泊り：アパリゾート上越妙高

おすすめポイント
・世界最大級166人乗ロープウェイで標高
1,770ｍの雲上の世界へご案内。条件が整え
ば幻想的な雲海“絶景”がご覧いただけます。

・6/26グランドオープンの「上越市立水族博物
館うみがたり」で感動の物語を体感ください。

・アパリゾート上越妙高では、最新技術と自然
を融合したナイトイベントが開催。世界レベ
ルのプレミアムイルミネーションが彩る夏夜
を満喫いただきます。

　 （2名１室）          （1名１室）  

 25,600円  27,600円
旅行代金

コース

6/29（金）・7/20（金）・8/26（日）
出発日（各40名）

乗降地限定

6/22（金）・24（日）・7/1（日）・
18（水）・8/26（日）・31（金）・
9/5（水）・9（日）・25（火）・30（日）

出発日
（各42名）

2泊3日No.350和歌山・三重

1 日目　福島駅（6：33）・郡山駅（6：47）・新白河
駅（6：59）　   東京駅　   新大阪駅－高野山奥
の院（参拝）－＜阪和道＞－白浜温泉（泊/18：00頃）
2日目　白浜（8：30）－白浜泉都めぐり（千畳
敷・三段壁洞窟）－本州最南端・潮岬－橋杭
岩－那智山めぐり（昼食・熊野那智大社・青岸
渡寺・那智の滝）－南紀勝浦温泉（泊/16：20頃）

3日目　勝浦（8：00）－＜紀勢・東名阪道＞
－伊勢神宮（外宮）－伊勢神宮（内宮）・
昼食・おかげ横丁－＜伊勢・東名阪道＞
－名古屋駅　   東京駅　   新白河駅
（20：51）・郡山駅（21：02）・福島駅（21：16）

朝
昼
×

×
弁
夕

朝
昼
夕
■お泊り /１日目　白良荘グランドホテル
　　　　  ２日目　かつうら御苑
◆利用バス会社：明光バス

おすすめポイント
・千二百年の歴史が
息づく高野山と和歌
山県を代表する観光
地を巡ります。
・日本人の心のふる
さと「伊勢神宮」をお
参りいただきます。

　（4名１室）         （3名１室）         （2名１室）  

 81,300円  84,300円  87,300円
旅行代金

コース
7/9（月）・9/6（木）
出発日（各35名/最少催行25名）

おすすめポイント
・雰囲気満載の開放感ある展望車（トロッコ）で
は、季節の里山の風を感じていただきます。
・世界最大120ｍの青銅製大仏・牛久大仏、幻想
的なジブリの世界・濃溝の滝、動く展望台・鋸
山ロープウェイ等見どころ満載コースです。

世界遺産登録応援ツアー

標高1770m

　　      小湊鐵道
    「里山トロッコ電車」乗車
“絶景”牛久大仏・濃溝の滝・鋸山ロープウェイ

　　      小湊鐵道
    「里山トロッコ電車」乗車
“絶景”牛久大仏・濃溝の滝・鋸山ロープウェイ

アパ
リュージョン
2018

竜王マウンテンパーク・ソラテラス

“絶景”竜王マウンテンパークの雲海と
　　　　　雄大な日本海を一望上越水族博物館
　　　　　　  アパリゾート上越妙高
　　　　　　  アパリュージョン2018

“絶景”竜王マウンテンパークの雲海と
　　　　　雄大な日本海を一望上越水族博物館
　　　　　　  アパリゾート上越妙高
　　　　　　  アパリュージョン2018

里山トロッコ鋸山・地獄のぞき

カーフェリーときわ丸

北
沢
浮
遊
選
鉱
場

八色すいか
食べ放題

6/26オープン

野菜狩り

No.367 富山 1泊2日

9/3（月）
出発日（40名）

旅行代金
  （2名1室）         （1名1室）

28,700円 29,800円
■お泊り　アパホテル富山駅前・ダイワロイネット富山

1日目　福島駅前（7：30）－郡山駅前（9：00）－＜北陸道＞－米山
（昼食）－富山ガラス美術館－富山（泊 /16：20 頃）　   富山駅
（17：30 頃）　   越中八尾駅・・・「越中八尾おわら風の盆自由
見学」・・・越中八尾駅　   富山駅（22：30頃）
2日目　富山（9：00）－高岡・国宝瑞龍寺－富山・源ますのすしミュー
ジアム（昼食）－＜北陸道＞－郡山駅前（18：30頃）－福島駅前（19：50頃）

×
昼
×
朝
昼
×

コース

おわら風の盆（イメージ）

国宝瑞龍寺

世界遺産“高野山”と
南紀２大名湯（白浜・勝浦）
　　お伊勢さん参り

世界遺産“高野山”と
南紀２大名湯（白浜・勝浦）
　　お伊勢さん参り

乗降地から福島駅間は、
送迎車でのご案内となります。 乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。

乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。

乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。

乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。

1日目　郡山駅前（6：10）-福島駅前
（7：30）-＜東北・秋田道＞-秋田（昼食）
-白神山地の神秘の池・青池-
黄金崎不老ふ死温泉（泊/16：50頃）

2日目　ホテル（9：00）-深浦駅 　  五能線 　   鰺ヶ
沢駅-海の駅わんど-津軽富士見湖・鶴の舞橋
（日本一の木造三連太鼓橋）-五所川原（昼食）-
＜東北道＞-福島駅前（19：15頃）-郡山駅前（20：40頃）

朝
昼
×

×
昼
夕

コース

・日本海が目の前に広がる
　絶景の露天風呂で極上
　の開放感を。
・鶴の舞橋と雄大な岩木山
　の景観はまさに絶景！

おすすめポイント

（4名～5名1室）  （3名1室）        
 26,800円  27,800円  
   （2名1室）  
  28,800円

8/6（月）・26（日）
9/7（金）・16（日）・23（日）
旅行代金

出発日（各40名）
日本海の“絶景”不老ふ死温泉と

ＪＲ五能線・津軽富士見湖
「鶴の舞橋」　　

日本海の“絶景”不老ふ死温泉と
ＪＲ五能線・津軽富士見湖
「鶴の舞橋」　　

■お泊り：黄金崎不老ふ死温泉

1 日目　福島駅前（6：30）-郡山駅前
（7：50）-白河 IC-＜北関東・上信越道＞-
横川（昼食）-白糸の滝（マイナスイオンを
浴びて）-日本一の嬬恋高原キャベツ畑・
直売所 -万座ハイウェー-嬬恋牧場・
愛妻の鐘-万座温泉（泊 /16：50頃）

2日目　万座（8：30）-群馬酒造観光セン
ター-八ッ場ダム展望（八ッ場四橋めぐ
り）-吾妻渓谷-中之条ガーデンズ（季節
の花観賞）-沼田・原田農園（昼食 / 野菜
詰め放題）-＜関越・北関東＞-白河 IC-郡
山駅前（18：00頃）-福島駅前（19：20頃）

朝
昼
×

×
昼
夕

コース

・標高1,800mの“絶景”乳白色の露天
風呂、硫黄濃度日本一の万座温泉。
・日本一の生産量を誇る旬の嬬恋キャ
ベツ畑と今しか見れない八ッ場ダム
をご覧いただきます。

おすすめポイント

7/6（金）・22（日）・8/7（火）
旅行代金

出発日（各40名）

No.370 群馬 No.279 秋田・青森 1泊2日1泊2日

■お泊り：万座温泉 日進館（夕食バイキング）

鶴の舞橋

標高1,800mの“絶景”露天風呂万座温泉
日本一のキャベツ畑・嬬恋と季節の花・中之条ガーデンズ
標高1,800mの“絶景”露天風呂万座温泉
日本一のキャベツ畑・嬬恋と季節の花・中之条ガーデンズ

万座温泉日進館露天風呂

嬬
恋
キ
ャ
ベ
ツ
畑

　  （3～4名1室）     （2名1室）
7月22,000円  24,000円　
8月23,000円  25,000円

乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。

乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。

乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。

不老ふ死温泉露天風呂

　　　　　　福島駅前（4：40）/郡山駅
前（5：40）－白河IC－＜東北道・首都高＞－
品川宿・・・大森・・・六郷の渡し・・・
川崎宿－＜首都高・東北道＞－白河 IC－郡
山駅前（21：40頃）/福島駅前（22：40頃）

コース

×
弁
×

　　　　　　福島駅前（4：40）/郡山駅前
（5：40）－白河 IC－＜東北道・首都高＞－
川崎宿・・・鶴見神社・・・生麦・・・東子安・・・
神奈川宿－＜首都高・東北道＞－白河 IC－
郡山駅前（21：40頃）/福島駅前（22：40頃）

コース

×
弁
×

1日目　福島駅前（4：30）－郡山駅前（5：30）－白河 IC－＜東北道・首都高＞－神奈川宿・・・
保土ヶ谷宿・・・権太坂・・・品濃・・・里塚・・・東戸塚－中華街（夕食）－横浜市内（泊/19：00頃）
2日目　横浜（8：00）－東戸塚・・・戸塚宿・・・大坂・・・鉄砲宿・・・遊行寺坂・・・
遊行寺－＜圏央・東北道＞－白河IC－郡山駅前（20：20頃）－福島駅前（21：30頃）

コース ×
弁
夕
朝
弁
×

12,000円旅行代金 小人不可

No.329 東京・神奈川 日帰り No.330 神奈川No.373 神奈川 日帰り

6/23（土）出発日（42名）

戸
塚

おすすめポイント
品川宿付近をスター
トして、大森・蒲田な
ど京急線沿いに進み、
多摩川を越え川崎宿
を目指します！
歩行距離：約11㎞　
歩行時間：約４時間

13,500円旅行代金 小人不可

１泊２日

7/15 38,600円  9/1   41,300円旅行代金
小人不可

7/15（日）・9/1（土）出発日
（各42名）

●街道あるき心強いポイント
・ウォーキングリーダー同行/・歴史スポットでは現地ガイドがご案内
・イヤホンガイド付/・ウォーキングマップ進呈/・お弁当とお茶（ペットボトル）付

乗降地限定 乗降地限定 乗降地限定

好評につき
追加設定決定！

好評につき
追加設定決定！

品川宿～
川崎宿を歩く

川崎宿～
神奈川宿を
　　　　 歩く

神奈川宿～
保土ヶ谷宿～
 　戸塚宿を歩く

限定1本限定1本
おすすめポイント

川崎宿付近をスタート
して生麦を通り神奈川
宿を目指します！幕末
外交上の大事件、生麦事
件の跡地を通ります。
歩行距離：約10㎞
歩行時間：約４時間

おすすめポイント
神奈川宿をスタートし保土
ヶ谷、戸塚、遊行寺を目指し
ます。江戸からスタートして
最初の難所、駅伝でもお馴染
みの権太坂も上ります。
歩行距離：１日目 約9.1km
　　　　   ２日目 約12.9km
歩行時間：１日目 約５時間
　　　　　２日目 約６時間

7/14（土）出発日（42名）

全20回シリーズ

川崎宿

神
奈
川
宿

■お泊り/７月は東横インスタジアム前ⅠまたはⅡ（または同等クラス）   ９月はホテルルートイン横浜馬車道（または同等クラス）
※お部屋はツインまたはシングル利用（部屋タイプご希望に添えない場合がございます）

第4回 第2回 第3回
品川宿～
川崎宿を歩く

川崎宿～
神奈川宿を
　　　　 歩く

神奈川宿～
保土ヶ谷宿～
　 戸塚宿を歩く

保
土
ヶ
谷

越後の涼景・美景めぐりと
おすすめ越後湯沢ホテル双葉
    名産八色スイカ食べ放題と
        野菜狩り＋とうもろこし1本狩り

越後の涼景・美景めぐりと
おすすめ越後湯沢ホテル双葉
    名産八色スイカ食べ放題と
        野菜狩り＋とうもろこし1本狩り津南

ひまわり畑

上越市立
水族博物館

1泊2日No.353新潟

東北道＞－白河 IC－郡山駅前（19：
00頃）－福島駅前（20：00頃）

9/3（月）
出発日（40名）

旅行代金
  （2名1室）         （（11名名1室）

2828,707000円 29,800円

乗降地から福島駅前間は、送迎車でのご案内となります。

不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉不老ふ死温泉ととととととと
ＪＲ五能線・津軽富士見湖ＪＲ五能線・津軽富士見湖ＪＲ五能線・津軽富士見湖ＪＲ五能線・津軽富士見湖

のんびりゆったり佐渡ヶ島のんびりゆったり佐渡ヶ島


