お支払い実額（A-B）

6,000
37,800

コース

最少催行 20 名）
お一人様（円）

（2 名１室） （1 名１室）

旅行代金への給付額（B）
地域共通クーポン
お支払い実額（A-B）

85,000
28,000
12,000
57,000

3 日目 ホテル（8：30）−熱田神宮−名古屋城本丸御殿 ・・・ 金シャチ横丁（散策と名古屋
めしの自由食）
−名古屋駅
東京駅
新白河駅（19：39）
・郡山駅（18：50）
・福島駅（19：08）
■お泊り：1 日目：伊良湖ビューホテル 2 日目：名古屋プリンスホテルスカイタワー
■利用バス会社：帝産観光バス ※乗降地から福島駅間は送迎車でのご案内となります。
函館Xmasファンタジー

函館の冬に煌めくイルミネーションと
100 万㌦の夜景見学 函館満喫２日間
日間
12/2・17
12/12
（2〜3 名１室）（1 名１室）
室）
（2〜3 名１室）（1 名１
名１室）
室）

1泊2日

絶景 の只見線と
深沢温泉・

旅行代金への給付額（B）
地域共通クーポン
お支払い実額（A-B）

※新白河駅からご参加の方は郡山駅にて乗換予定
（往復）
■お泊り 函館国際ホテル（洋室 /３名部屋はエキストラベット対応の場合
がございます。
予めご了承願います） ■利用バス会社 北海道観光バス

2021年新春企画

あけてびっくり福袋ミステリー

9弾

福島交通観光
旅行条件
国内募集型企画

ホームページ http://www.fkk21.com

総合旅行業務取扱管理者

穴澤芳之

E-mail kokunai@fkk21.com

◆ 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。
（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
国 内 旅行代金
の場合 お申込金
3,000円 10,000円
20,000円
30,000円

旅行開始日の

お問い合わせ・
お申込みは

20％

コース

１日目 福島駅前（11：00）−郡山駅前（12：30）−＜東北
道＞−日本最大級の那須ステンドグラス美術館−ホテル
森の風 那須（泊 /15：10 頃）
２日目 ホテル（10：00）−那須トリックアートの館−お菓
子の城那須ハートランド−那須ガーデンアウトレット
−＜東北道＞−郡山駅前（16：20頃）−福島駅前（17：40頃）
日本最大級那須ステンドグラス美術館

■お泊り：ホテル森の風 那須

※乗降地から福島駅前間は送迎車でのご案内となります。

福島交通観光 相馬営業所

相馬市中村字錦町1-3

総合旅行業務取扱管理者

☎ 0244-36-6798

臼井 厚

FAX 0244-36-2873

営業時間［平日］9:00 〜17:40 ［土曜日］9:00〜17: 25

旅行開始日の 旅行開始日の 旅行開始日の 開始後の解除
7日前〜2日前 前日
当日
無連絡不参加

旅行代金の
30％

ホテル森の風那須
（展望大浴場）

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。

◆ 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。
国 内 20日前〜8日前
の場合 旅行代金の

出発日
（各35名）

（4名１室）（3名１室）（2名１室）
（円）
11/29（日） お一人様
,800 33,800 35,800
旅行代金（A）
12/11（金）旅行代金への給付額（B）31
11,100 11,800 12,500
（金）
12/25
地域共通クーポン
5,000 5,000 5,000
1/24（日） お支払い実額（A-B） 20,700 22,000 23,300

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％

旅行代金の
100％

◆ 旅程管理 各コース毎に記載
各コース毎に記載のバス会社となります。
）
◆ 利用バス会社 福島交通 （現地バス利用コースは、
◆ 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 2020 年10 月20 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。

（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。 ※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
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 記料率となります。
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。
※日帰り夜行は、20日前より取消料がかかります。
込金を提出していただきます。

… インターネット予約可能コース

… 添乗員同行

… バスガイド付

朝

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第1034号 本社／福島市東浜町7-8
☎ 024（531）8950
（社）
日本旅行業協会正会員

〜ロイヤルリゾート那須の休日〜

夕

福島交通相馬営業所

那須みやびの里
ホテル森の風那須

ホテル森の風那須に泊まる

昼

相馬

1泊2日

那須みやびの里

福袋

鹿島農協前バス停

2 日目 ホテル（9：30）−奥会津ビューポイントかねやまふれあい広場（大志集落眺望）
−道の駅 尾瀬街道みし
ま宿・・・第一只見川橋梁ビューポイント−会津若松・料理旅館田事（昼食：会津おもてなし膳）−会津七日
町通り散策
（末廣嘉永蔵 等）
−＜磐越道＞−郡山駅前（16：30 頃）−福島駅前（17：30 頃）・白河（営）
※乗降地から福島駅前間は送迎車でのご案内となります。

❶ 令和３年丑年守り本尊初詣。疫病退散アマビエの御朱印もあります。
（別料金）
出発日（各35名）
❷「エール」から「おかえりモネ」へ。朝の連ドラの舞台を散策。
・24（日）
1/16（土）
❸ 新春「はっと汁」
（ツルツル，シコシコの食感がやみつきになる郷土料理）の振る舞い。
1/30（土）
❹ 産直野菜の詰め合わせ。葉物野菜（ホウレンソウ、小松菜 他）６〜７品
お一人様（円）小人同額
❺ 今年の金運を占う「砂金取り体験」をお楽しみください。
旅行代金（A）
15,000
❻ 中華屋さんが作る「特選海鮮丼」をお召し上がりください。
旅行代金への給付額（B） 5,200
❼ TVでも話題の人気の缶詰を！直売所ならではの自慢の逸品をお買い求めください。 地域共通クーポン
2,000
（鯨の炙り焼、
鯨竜田揚げ、
鯨入り肉団子、
鯨コロッケ 10 個） お支払い実額（A-B） 9,800
❽ 鯨加工品セットをプレゼント。
❾ カンカン蒸し牡蠣（1.5K/18 〜 20 粒）手間いらずの簡単調理でどうぞ！
コース 原 町・相 馬（営）（7：00 〜
❿ おすすめ目玉商品「マグロ詰め合わせ」
（赤身200g /中とろ 200ｇ/ネギトロ150g）
8：30 の出発）
−とある観光地−相馬（営）
・
原町（17：00 〜18：30 の到着）
⓫ 女性にうれしい「乾物詰め合わせ」
（ふのり、とろろ昆布、ひじき、ダシ昆布）

鹿島

山都そば（喬邑）

１日目 福島駅前（7：00）
・白河（営）−郡山駅前（8：30）−郡山 IC−＜磐越道＞−中田観音（弘安寺）−立木観音（恵隆寺）
−道の駅山都・新そばの昼食−会津柳津駅
只見線
会津中川駅−奥会津水力館みお里−深沢温泉（泊 /16：50頃）

No.408 栃木

第

バス座席
について

26,000 28,400
9,900
9,100
4,000
4,000
16,900 18,500

■お泊り：季の郷湯ら里 ※11/20 発の昼食場所が変更となる場合があります。

※乗降地から福島駅前間は送迎車でのご案内となります。

れない味の福袋を今年もご用意 満足度 120
日帰り
年 持ちき
％！〜
丑
年
和３
令
〜

奥会津水力館みお里
（2020.7 月オープン）

昼夕 朝 昼

コース

朝昼

昼

コース

２日目 ホテル（8：40）−トラピスチヌ修道院（日本初の女子修道院）
−五稜郭タワー（星形の特別史跡五稜郭展望）−名物函館朝市（海鮮
丼の昼食と鮮魚などお買物）−新函館北斗駅 （北海道新幹線）
仙台駅
福島駅（17：10）・郡山駅（17：29）・新白河駅（17：48）

川俣線・小川町バス停

田事（会津おもてなし膳）

（2 名以上 1 室）（1名１室）

旅行代金（A）

（営）
No.115406 原町〜鹿島〜相馬

原町

伊古部海岸・
「エール」
オープニング
（イメージ）

第一只見線橋梁ビューポイント（晩秋）

No.403 福島

お一人様（円）

53,800 56,500 54,900 57,600
旅行代金への給付額（B）14,000 14,000 14,000 14,000
地域共通クーポン
6,000 6,000 6,000 6,000
お支払い実額（A-B） 39,800 42,500 40,900 43,600

旅行代金（A）

渥美半島菜の花まつり

〜会津ころり三観音と奥会津水力館みお里〜

・12
（土）
・17（木）
12/2（水）

乗 降 地 のご案 内

2泊3日

季の郷湯ら里

出発日（各24名/最少催行15名）

ＪＲ函館駅まで徒歩８分、金森赤レンガ倉庫群（Xmas ファンタジー会場）まで
徒歩８分 ※ホテル、天然温泉展望大浴場完備

お支払い実額（A-B）

朝

２日目 ホテル（8：30）−伊良湖クリスタルポルト〜〜
伊勢湾フェリー〜〜 鳥羽港
−伊勢神宮
（外宮）
−伊勢神宮（昼食/ 内宮参拝とおかげ横丁散策）
−なばなの里
（ベゴニア
ガーデンと国内最大級のイルミネーション・夕食自由食）−名古屋（泊/19：40頃）

はこだて Xmasファンタジー2020

お一人様（円）

91,000
28,000
12,000
63,000

１日目 福島駅（6：33）・郡山駅（6：47）
・新白河駅（6：59） 東京駅
豊橋駅−豊川稲荷
（参拝と門前町散策）
−「エール」
のまち・豊橋
（吉田城・豊橋市公会堂）
−表浜海岸
（伊古
部海岸）
−渥美半島菜の花ガーデン
（菜の花まつり）
−伊良湖（泊/16：30頃）

1泊2日

新白河駅（8：08）・郡山駅（8：58）・福島駅（9：16） 仙台
駅
（北海道新幹線） 新函館北斗駅−大沼国定公園（昼食と散策）−
ホテルチェックイン−函館山 100 万㌦の夜景見物
（往復ロープ
ウェイ利用）
−函館市内（泊 /17：05 頃） ★はこだて Xmas ファンタ
ジー自由見物 Xmas ファンタジー：イルミネーションや打上げ
花火などファンタジックな世界をお楽しみください ※ホテルから

地域共通クーポン

50,800
14,000
6,000
36,800

〜伊勢神 宮参拝と
奇跡の絶景 な ばなの里
イルミネーション 〜

1/ 21（木）限定一本

旅行代金（A）

※乗降地から福島駅間は送迎車でのご案内となります。

１日目

旅行代金への給付額（B）

昼夕 朝 昼

■お泊り １日目 からすま京都ホテル
（ツインまたは
トリプル利用） ２日目 戸田家（和室利用）
■利用バス会社 帝産観光バス

函館夜景（冬）

（1 名１室）

旅行代金（A）

朝

※乗降地から福島駅前間は送迎車でのご案内となります。

出発日（各30名/

コース

3 日目 ホテル（8：30）−伊勢夫婦岩めおと横丁
−伊勢神宮外宮（参拝）−伊勢神宮内宮（参拝）
・・・
昼食・・・おかげ横丁自由散策−＜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

No.401 北海道

■お泊り 鎌倉プリンスホテル
（洋室・ツインルーム）

なばなの里イルミネーション
（光のトンネル華回廊）

（４名１室）（3 名１室） （2 名１室）

朝 昼夕

2 日目 ホテル（8：50）−＜京奈和道＞−浄瑠璃寺（国宝
九 体 阿 弥 陀 仏）−春 日 大 社・・・若 草 山・・・東 大 寺
大仏殿−奈良市内（昼食）−総本山長谷寺
（登廊・五重塔）
−＜名阪国道・伊勢道＞−鳥羽（泊 /18：20 頃）

お一人様（円）

もう一つの
「エール」のまち・豊橋 と
菜の花咲く早春の 渥美半島

昼夕

福島駅（6：33）・郡山駅（6：47）・新白河駅（6：
59）
東京駅
京都駅−京都市内（昼食）−東福寺・
通天橋（紅葉の谷）−清水寺（舞台と紅葉のコラボ）−
京都市内（夕食）−永観堂または高台寺（紅葉ライト
アップ見学）−京都市内（泊 /20：00 頃）

★夕食はフレンチコース料理

出発日
（20名 / 最少催行14 名）

・29
（金）
1/22（金）

２日目 七里ガ浜（9：00）−江ノ島（江島神
社参拝・展望灯台など自由散策約１時間半）
−
＜横横道＞−横須賀フリータイム約 3 時間
【三笠公園（世界三大記念艦みかさ）・どぶ
坂通り商店街・ヴェルニー公園など・昼食
自由食】−＜横横・首都高・東北道＞−白河（営）
−郡山駅前（20：00 頃）−福島駅前（21：00 頃）

夕

旅行代金（A）

１日目

福島駅前（7：00）−郡山駅前（8：05）−白河（営）−＜東
北・首都高 / 昼食自由食＞−鎌倉市内自由散策（約 2 時間半 / 鶴岡
八幡宮・若宮大路・小町通りなど）−七里ガ浜（泊 /16：50 頃）

鎌倉プリンスホテルお部屋一例

No.393 愛知

99,000 102,300 104,500
11/29（日）限定一本 旅行代金への給付額（B）28,000 28,000 28,000
※４名１室、
初日はツイン２室利用。 地域共通クーポン
12,000 12,000 12,000
３名１室、
エキストラベット対応、
お支払い実額（A-B）71,000 74,300 76,500
予めご了承ください。

コース

コース

お一人様（円）

出発日（30名 /最少催行20名）

１日目

2泊3日

No.404 京都・奈良・三重

永観堂ライトアップ

心のふるさと

※乗降地から福島駅前間は送迎車でのご案内となります。

東福寺

晩秋の古都
﹃京都・奈良﹄の紅葉 と

﹃お伊勢さん﹄
参り

裏磐梯レイクリゾート
（お部屋はツインまたはダブル１名１室利用）

朝昼

２日目 朝食後、ワカサギ釣り体験へ！（温かいハウス内
での釣り体験）8：00 〜 11：30 予定 ※初心者でも安心・
手ぶらで ok
（竿・仕掛け・エサ付） ※釣り方指導・スノー
モービル送迎付き ※釣れたワカサギはお店で調理いた
します ホテルで和食の昼食とショップでのお買物も
お楽しみください ホテル（13：30）−＜磐越道＞−福島駅前
（15：40 頃）/ 郡山駅前
（15：00 頃）−白河（営）

１日目 白河（営）−郡山駅前（10：30）/ 福島駅前（10：00）
− ＜磐越道＞−若松市内（会津郷土料理の昼食と大正浪漫
の雰囲気『七日町通り自由散策』）− ＜磐越道＞−裏磐梯（泊
/15：30 頃）★夕食はフレンチ料理をお召上がり頂きます
■お泊り

ヴェルニー公園

ワカサギ釣り

湘南の海を客室から一望

限定一本

地域共通クーポン

記念艦三笠

︽鎌倉プリンスホテル︾に泊まる

51,800

1/30（土）旅行代金への給付額（B）14,000

裏磐梯レイクリゾート

自由散策と

（1 名１室）

共通
ポイント

古都鎌倉

出発日
（20名/ お一人様（円）
最少催行14名） 旅行代金（A）

乗降地限定 1泊2日

・人数限定
・女性添乗員がご案内します
・バス座席はお一人様２座席を利用
・お部屋は１名１室利用

夕食フレンチ（イメージ）

No.400 神奈川

江島神社参拝で運気アップ！
異国情緒溢れる
横須賀フリータイム２日間

1泊2日

女性 限 定ひとり旅

プチ贅沢なひと時を！

冬の裏磐梯 で楽しむ
アクティビティ と温泉 と食
︽ワカサギ釣り体験と
昼夕
雪見風呂＆フレンチの夕食︾

No.399 福島

知 っ 得 サービスのご案内
●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。

●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

このチラシは 10月20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。

