No.438 広島・愛媛

2泊3日

No.439 広島・愛媛

サイクリングリーダーとサポート車同行します。

Ｏ！
島々を結ぶ全長約70ｋｍの海の道 自転車でＧＯ！Ｇ

3泊4日 ウォーキングリーダーとサポート車同行します。

から愛媛県今治へ
広島県尾道
島美を愉しむ、島々の文化・名物を巡る
多
の
内
戸
瀬

『瀬戸内しまなみ海道
サイクリング』ツアー

自転車に乗れる方なら、道後温泉本館
どなたでも参加ＯＫ

≪しまなみ海道ウォーキング≫

ツアー
10/21（日）
11/10（土） 119,800
出発日（各40名 / 最少催行25名）

出発日
（4
40 名 / 最少催
最少
催行 25 名）
（40名
最少催行25名）

10/14（日）

旅行代金（１室１〜２名利用）

コース

サイクリング

108,000

円

（サイクリング移動） −
（バス移動）

おすすめポイン
ント

備考
・ウォーキングは、多少の
広島県尾道市と愛媛県今治市を結
雨天の場合は決行いた
ぶ「しまなみ海道」連なる６つの島
します。
（レインコート
にかかる６つの橋を歩きます！そ
等の雨具をご持参くだ
れぞれの島の中はバスで移動し、
さい）
橋は全てウォーキングガイドと共
・尚、悪天候時は安全面
に歩きます。ウォーキングだけで
を考え、ウォーキングを
はなく島の文化・名物も巡ります
中止させて頂く場合が
ございます（スタート後） ◆お泊り
中止の場合は、代替の観 お部屋はシングルまたはツイン利用
光へご案内いたします。 （ご希望に添えない場合あり）
予めご了承下さい。
１
・2 日目 ホテルルートイン
・道後温泉本館の入浴券 グランティア福山
（大浴場完備）
付き（ホテルの目の前） 3 日目 ホテルパティオ・ドウゴ
※ホテルには大浴場は ■利用バス会社：福山観光バス
ありません
●利用航空会社：日本航空

２日目 ホテル（8：00）−向島・・・＜因島大橋 90 分＞・・・因島大橋
記念公園
（耕三寺など
記念公園−因島・・・＜生口橋 75分＞・・・赤崎港−瀬戸田
自由散策 −瀬戸田 PA・・・＜多々羅大橋 80 分＞・・・道の駅多々羅
自由散策）
歩行距離 約11ｋｍ
しまなみ海道
しまなみ海道−福山市内（泊 /18：00 頃）
３日目 ホテル（8：00）−大島・・・＜伯方・大島大橋 70 分＞・・・道の駅
伯方ＳＣパーク−伯方島・・・＜大三島橋 60 分＞・・・大三島−大山祗
伯方ＳＣパーク
神社（参拝）−大島「亀老山展望公園」
−よしうみいきいき館・・・＜来島
海峡大橋
海峡大橋＞・・・糸山公園−道後温泉（泊 /17：00 頃） 歩行距離 約14ｋｍ
4 日目 ホテル（9：00）−松山市内観光（石手寺・松山城天守閣・子規
羽田空港
浜松町
東京駅
新白
記念博物館・昼食）−松山空港
河駅（19：12）・郡山駅（19：24）・福島駅（19：42）
記号 ・・・
（ウォーキング移動） −
（バス移動）

■お泊り：新玉川温泉（夕食バイキング）

福島駅前（6：30）
・須賀川
（営）
−郡山駅前（7：30）−＜磐越道＞−24.

コース

別格②柳津観音堂 /
別格③鳥追観音堂

出発日（福島発 20 名・須賀川発 20名）

青津観音

12,000円 小人同額

32番

10/15（月）・21（日）

第 4 回 29 〜 33 番札所 /

21番

昼

10/28（日）・29（月）
旅行代金 12,000円 小人同額

コース

※御朱印について‥‥専用の御朱印帳のみの対応となります。御朱印帳 + 御朱印を各出発日 30 日前までにお申込み下さい。
◆御朱印 No.269 3，
000円 /No.270 2 ，
400円 ◆御朱印帳 1 冊 1，
300円

・新玉川温泉 3 つの日本一（強
酸性の泉質、温泉湧出し量、
天 然 岩 盤 浴）屋 内 岩 盤 浴 4
月リニューアルオープン！
・八幡平と東北の耶馬溪・抱
返り渓谷の秋の彩りをお楽
しみください。

旅行代金

6,800円 小人同額

コース 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）

乗降地限定

No.441 栃木

おすすめポイント

●カインドシェリーポイントカード

を応援』今年最後の運試し！
様の夢
！
皆
『

＜年末ジャンボ
宝くじ 購入 ＞と

【天赦日は日本の暦の上で最上の吉日】
【一粒万倍は万倍にも実る縁起の良い日】
【巳の日は金運・財運に縁起の良い日】

開運電車『栃木のローカル（宝積寺駅⇒大金駅）
」乗車体験
金運パワースポッ
ト参拝
福島駅前
（5：50）
−郡山駅前（6：50）−白河 IC−＜東北道＞−
コース
出発日（各42名）
金運アップ 安住神社
ＪＲ烏山線（通称
安住神社（黄金の狛犬）
−宝積寺駅
11/26（月）
【一粒万倍】・28（水）
【天赦日】 「七福神」路線）（
宝くじ当選祈願のパワー
（開運電車）
大金駅−宝くじ当選祈願のパワー
幸運の宝くじ
12/3（月）
【巳の日大安】・9（日）
【一粒万倍】 スポット 鷲子山上神社（金の梟）−りんどう湖（昼食）−幸運の宝くじ
売り場 MEGA ドン・キホーテチャンスセンタ
ドン・キホーテチャンスセンター（宝くじ購入）
−＜東
12/10（月）
【一粒万倍】・15（土）
【巳の日】 北道＞−白河 IC−郡山駅前（16：30頃）−福島駅前（17：40 頃）
旅行代金 ラッキーセブン 7,770 円 小人同額 ■年末ジャンボ宝くじは各自でのご購入となり、旅行代金には含まれておりません。
添乗員同行の

◆初めての山歩き
ハイキング＆トレッキング ・ 初級登山
安心プラン
◆山を愛でる2018 下期
中級 ・ 上級者向 好評発売中 詳しくは専用チラシをご覧ください
知 っ 得 サービスのご案内

●バスツアー乗降地のご案内

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！

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

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）

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）
シール 25 枚（カード 1 冊）
で、次回ご参加の旅行代金 ーー本宮ーー郡山支社ーー郡山駅前ーー須賀川（営）
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。 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

※高速バスプランは、適用外となります

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

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

お問合せは、お近くの支店

福島支店

E-mail kokunai@fkk21.com

024（531）8953

企画旅行条件
国内募集型

（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
◆ 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。 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。
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
◆ 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。
するものとします。
旅行開始日の
旅行開始日の
旅行開始日の 旅行開始日の 開始後の解除
旅行代金
1万円未満 1万円以上 5万円以上 10万円以上
国 内 20日前〜8日前 7日前〜2日前 前日
当日
無連絡不参加
国 内
（おひとり様）
5万円未満 10万円未満 15万円未満
の場合 旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
の場合
3,000円 10,000円 20,000円 30,000円
お申込金
30％
40％
50％
100％
20％

… バスガイド付

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
郡山支社ーー郡山駅前
ーー須賀川（営）ーー
※須賀川（営）
、郡山駅前始発となる場合があります。 白河 IC（ローソン）

本社／福島市東浜町7-8
または営業所へ。
☎024（531）8950
受付時間［平日］ 9:00 〜17:40
総合旅行業務取扱管理者 穴澤芳之
［土曜日］9:00 〜17:25

… 添乗員同行

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8月号より）

●おすすめポイント
・金運アップの神社２社をお参り
・金の狛犬と金の梟がお待ちしております！
・開運（七福神）電車にも乗車
以上を巡り金運・幸運アップしたところ
で宝くじを購入していただきます。
・帰りのバス車内で運試しの抽せん会を
行います（２名様に宝くじ進呈）

日帰り

ネイチャーガイド・登山ガイドがご案内する

バス座 席 に つ い て

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。

… インターネット予約可能コース

新玉川温泉

おすすめポイント

昼

昼

左下り観音

福島駅前
（6：30）
・須賀川（営）−郡山駅前（7：30）−
＜磐越道＞−別格③鳥追観音堂−別格②柳津観音堂−そば処花
扇（昼食）−29. 雀林観音−30. 中田観音−31. 立木観音−32.
青津観音−33. 御池観音−＜磐越道＞−郡山駅前（17：50 頃）−
須賀川（営）・福島駅前（18：50 頃）

10/6（土）・14（日）・27（土）
11/4（日）・10（土）・17（土）・25（日）

出発日
（各42名）

昼

2 日目 ホテル（8：30）−田沢湖レストハウス−
東北の耶馬溪・抱返り渓谷−横手・秋田ふるさと村

（昼食 / 名物稲庭うどん）
−＜東北道＞−福島駅前
（17：40 頃）
−郡山駅前（19：00 頃）−白河（営）

日本海の 絶景

パノラマライン −松尾八幡平ビジターセンター−
八幡平アスピーテライン−新玉川温泉（泊 /16：20 頃）

おすすめポイント
・講師のお話を聞きながら、観音堂の前で御詠歌と観音経をお供えします。
・御朱印は希望者のみ別途代行いたします。( 専用御朱印帳に限らせていただきます。)
・昼食は会津郷土料理のセットメニューや主人自慢のおそば等をご用意しております。

No.270

（2 名１室）

22,700円 23,700円 24,200円
コース

1 日目 白河（営）−郡山駅前（7：00）−福島駅前
（8：20）
−＜東北道＞−花巻・金婚亭（昼食）−岩手山

亀や

No.

11/5（月）

朝昼

■お泊り：湯の浜温泉

朝昼

2 日目 湯の浜温泉（8：10）−月山八合目（参拝）
−羽黒山（精進料理の昼食と五重塔特別拝観）
−＜山形・東北道＞−福島駅前（18：20 頃）−郡山
駅前（19：50 頃）−白河（営）

30

美肌・美人の湯︑
健康の湯！
現代の湯治場

（泊 /16：00 頃）

10/4

昼夕

−湯殿山大日坊（即身仏の拝観）−湯の浜温泉

昼夕

1 日目 白河（営）−郡山駅前（7：30）/ 福島駅前
（9：00）−＜東北・山形道＞−湯殿山（参拝と昼食）

出発日
（各40名）
（木）
・ （火）
・
旅行代金（4 〜 5 名１室）（3 名１室）

日帰り

芦野温泉

コース

No.233 栃木

朝昼

小人同額

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）

鶴の舞橋

芦野温泉大浴場

27,200円 29,200円 30,200円

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）

抱返り渓谷
︵イメージ︶

（2 名１室）

コース

1 日目

1泊2日

紅葉の八幡平︵イメージ︶

（3 名１室）

会津三十三観音めぐり
21 〜 28 番札所 /
269 第 3回 別格①浮身観音堂

旅行企画・実施

■お泊り：
黄金崎不老ふ死温泉

（2 名 1 室）

昼夕

朝昼

羽黒山五重塔

10/4（木）・8（月）・12（金）

旅行代金（4 名１室）

No411「ご夫婦の旅 屋久島」

26,800円 27,800円 28,800円

・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！

不老ふ死温泉 と

昼夕

おすすめポイント

岩手、福島、茨城、栃木の方々が
一堂に会しての夕食会。山形名物
にこだわった料理（食材）をご賞
味下さい！各県の名産品が当たる
大抽選会も開催いたします。

日本の山岳温泉・
新玉川温泉
秋色の八幡平アスピーテライン と
東北の耶馬溪・抱返り渓谷

出羽三山めぐり

﹁国宝・羽黒山
五重塔御開帳﹂と

出発日（各42名）

関山観音−23. 高倉観音−22. 相川観
音−21. 左下り観音−古民家レストラン
独鈷（昼食）−25. 領家観音−26. 冨岡観
音−27. 大岩観音−28. 高田観音−別
格①龍興寺−＜磐越道＞−郡山駅前（18：
−須賀川（営）
・福島駅前（19：10頃）
50頃）

おすすめポイント

No.405 岩手・秋田

1泊2日

旅行代金（4 名〜5 名 1室）（3 名 1 室）

不老ふ死温泉露天風呂

天童ホテル全景

みちのりグループとは、
岩手県北交通・南部バス・福島交通・会津乗合自動車・関東自動車・
東野交通・茨城交通・日立電鉄交通等が、
参画する公共交通事業者グループです。

No.404 山形

ＪＲ五能線・
津軽富士見湖

コース

米沢市内（豚しゃぶ御膳の昼食と上杉神社自由参
拝）
−米沢北 IC−＜東北中央道＞−山形旧県庁「文翔
館」
見学−天童温泉（泊 /15：40 頃）

1泊2日

9/23（日）・27（木）
10/7（日）・8（月）・
16（火）・28（日）

（2 名 1 室）

１ 日 目 白 河（営）−郡 山 駅 前（8：40）−福 島 駅 前
（10：10）
−＜東北中央道＞−東光の酒蔵（見学と試飲）−

◆お泊り 天童ホテル

出発日（福島発 20名・須賀川発 20名）

出発日（各40 名）

22,700円 23,700円 24,700円

日帰り

旅行代金

（3 名 1 室）

呂
天童ホテル露天風

・明治以降初の「国宝 羽黒山五重塔
内部特別拝観です。案内人同行します。
・平成 30 年は三神合祭殿再建 200 年、
出羽三山が神社となり150年の節目です。
・大日坊の真如海上人は湯殿山大権現を
信仰し、七十余年の長い間難行苦行を
つみ重ね日本一の即身仏となられました。

福島

限定一本

２日目 天童（9：00）−作並−ニッカウヰスキー仙
台工場（見学と試飲）−＜仙台南部・東部道＞−塩釜（かき
鍋付き海鮮丼の昼食）
−仙台市民の台所・杜の市場
（お買物）
−＜東北道＞−福島駅前（16：20 頃）−郡山駅
前（17：50 頃）−白河（営）

おすすめポイント

No.279 秋田・青森

1泊2日

12/2（日）

出発日（42名）
旅行代金
（4 名 1 室）

※最寄りの営業所へ事前にご予約願います。
約１時間程度の説明会を予定しております。

﹁鶴の舞橋﹂

1
0
6

みちのり グルー プ
プ レ ゼ ンツ ！

観光経済新聞社認定
５つ星の宿・
創業
年老舗宿

天童ホテル に泊まる

メディアで話題の精進料理体験！

創業文化十年湯の浜温泉
日間

亀や に泊まる
2

地産地消にこだわった

山形名物料理の夕べ と

マッサンゆかりのウヰスキー工場見学

＜福島会場＞ 9 月 20 日
（木）
10 時 00 分〜 コラッセふくしま 5 階 研修室Ｂ
「しまなみ海道（サイクリング＆ウォーキング）」旅行説明会のご案内 ＜郡山会場＞ 9 月 20 日（木）14 時 00 分〜 郡山市民交流プラザ（ビッグアイ ７階） 第 2 会議室
No.440 山形・宮城

朝昼

記号

朝弁

３日目 ホテル（7：40）−大島・伯方Ｓ・Ｃパーク（スタート）
＜伯方・大島大橋＞
＜来島海峡大橋＞
今治・糸山公園
（ゴール）−松山空港
羽田空港
浜松町
東京駅
新白河
・郡山駅（19：24）
・福島駅（19：42） 走行距離 約 29ｋｍ
駅（19：12）

しまなみ海道

おすすめポイント
おすすめポ

朝昼夕

朝弁夕

２日目 ホテル（8：00）−因島（大橋記念公園スタート） ＜生口
橋＞
瀬戸田（耕山寺など自由散策） ＜多々羅大橋＞
大三島・大山祗神社
＜大三島橋＞
伯方島
大島・伯方
Ｓ・Ｃパーク（ゴール）−道後温泉（泊 /17：30 頃） 走行距離 約 29ｋｍ

しまなみ海道

備考
広島県尾道市と愛媛県今治市
・自転車は基本的に３段変速シ を結ぶ全長約 70ｋｍの道では
ティサイクル（一部スポーツタ
瀬戸内海に浮かぶ島々の風景
イプあり）
指定不可
・自転車の持ち込みは出来ません。 を存分に楽しめます！日本で
・サイクリングは、多少の雨天の 初めて海峡を横断できる自転
場合は決行いたします。（レイ 車道として有名です。
ンコート等の雨具をご持参くだ
さい）
・尚、悪天候時は安全面を考え、サ ◆お泊り
イクリングを中止させて頂く場合 お部屋はシングルまたはツイン利用
がございます（スタート後）中止 （ご希望に添えない場合あり）
の場合は、代替の観光へご案内 １日目 ホテルルートイン
（大浴場完備）
いたします。
予めご了承下さい。 グランティア福山
・道後温泉本館の入浴券付き（ホ ２日目 ホテルパティオ・ドウゴ
テルの目の前）※ホテルには大 ■利用バス会社：福山観光バス
●利用航空会社：日本航空
浴場はありません

瀬戸内の多島美

朝昼夕

弁夕

１日目 福島駅（6：46）
・郡山駅（7：04）
・新白河駅（7：16） 東京駅
福山駅−尾道港〜 （渡船）〜向島（サイクリングスタート）
＜因島大橋＞
因島大橋記念公園（ゴール）−福山（泊 /17：20 頃）
走行距離 約18ｋｍ

円

コース

１日目 福島駅（6：46）
・郡山駅（7：04）
・新白河駅（7：16） 東京駅
福山駅−鞆の浦
福山駅−
（常夜灯）
−尾道
（千光寺公園・
・
・文学のみち・
・
・千光寺）
−福山市内（夕食）−福山市内（泊 /19：20 頃）
歩行距離 約 1.4ｋｍ

弁夕

旅行代金
洋室（１室１〜２名利用）

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

●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

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

※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。
◆ 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。

白河支店
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

◆ 旅行条件 この旅行条件は 2018 年 9月1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。

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。

このチラシは 9月1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。

