
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
郡山支社ーー郡山駅前
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

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5月10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
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画
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◆ 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5月 10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。 

　　　　　　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

1日目　福島駅前（5：30）－郡山駅前（6：30）－白河 IC
－＜東北・圏央・中央道・途中サービスエリアで自由食＞－
車山肩駐車場・・・霧ヶ峰車山（1,925m）・・・車山乗越・・・
車山肩駐車場－ビーナスライン－美濃戸口－（TAXI）
－美濃戸口（泊/16：40頃）
2日目　美濃戸口・・・赤岳鉱泉・・・行者小屋・・・地蔵尾根・・・
赤岳（2,899m）・・・文三郎尾根・・・行者小屋（泊/14：00頃）

3日目　行者小屋・・・南沢・・・
美濃戸・・・八ヶ岳山荘（入浴）－
＜中央道・途中サービスエリア自由食・
圏央・東北道＞－白河IC－郡山駅前
（18：10頃）・・・福島駅前（19：10頃）

朝
×
×

××
夕

朝
弁
夕

コース

■体力難易度　★★★
■歩程／１日目　約２時間
　　　　２日目　約７時間30分
　　　　３日目　約３時間30分
■標高差／１日目 +125ｍ -125ｍ
　　　　　２日目 +1,099m -499m
　　　　　３日目 -900m
■登山ガイド／お客様15名～20名
につき１名同行いたします

55,000円 小人不可旅行代金（相部屋）

出発日

No.680 長野 2泊3日

■お泊り /１日目：美濃戸山荘　
　　　　　２日目：行者小屋

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

ネイチャーガイド・
登山ガイドがご案内する
ネイチャーガイド・
登山ガイドがご案内する

No.601 ニッコウキスゲノ群生地 初夏の沼ッ原湿原と乙女の滝
7,800円旅行代金6/18（月）・24（日）・7/8（日）・16（月）出発日

No.602 雄大な奥日光を満喫 戦場ヶ原ハイキング
8,800円旅行代金6/17（日）・23（土）・7/16（月）出発日

No.603 初夏の霧降高原キスゲ平と丸山ハイキング
9,200円旅行代金6/16（土）・24（日）・7/8（日）・21（土）出発日

No.605 遥かな尾瀬ハイキング 高山植物の宝庫尾瀬沼
9,800円旅行代金6/24（日）・7/16（月）・8/5（日）出発日

No.604 男体山・中禅寺湖・華厳の滝を一望
奥日光茶ノ木平～明智平ハイキング

9,400円旅行代金6/16（土）・24（日）・7/7（土）・22（日）出発日

No.606 初夏の裏磐梯 雄国沼湿原散策と探勝路トレッキング
8,200円旅行代金6/30（土）・7/1（日）・3（火）・8（日）出発日

No.609 蔵王高原トレッキング 湖沼めぐり
9,400円旅行代金6/24（日）・7/16（月）・27（金）・8/4（土）出発日

No.611 高山植物の宝庫 世界谷地原生花園と一迫ゆり園
9,000円旅行代金6/30（土）・7/8（日）・16（月）出発日

No.610 西吾妻山パノラマトレッキング天元台高原お花畑・人形石コース
9,300円旅行代金6/30（土）・7/16（月）・29（日）・8/11（土）出発日

No.613 東稜展望台から関東平野を眺望 
古賀志山登山

8,200円旅行代金6/23（土）・7/16（月）・29（日）出発日

No.615 太平洋の雄大な景色を望む  鹿狼山登山
7,600円旅行代金6/17（日）・7/1（日）出発日

No.617 花の百名山 栗駒山登山（東栗駒コース）
9,000円旅行代金6/15（金）・24（日）・7/8（日）出発日

No.616 蔵王を一望する　瀧山登山
9,200円旅行代金6/23（土）・7/22（日）出発日

※コース等詳細は、「初めての山歩き」専用チラシをご覧ください。

料金・出発時間・お部屋グレードアップなど、詳しくは専用チラシをご覧ください

ハイキング＆トレッキングコース

自然に癒され、絶景に感動する・・・
そんな山登り、高原ハイキング＆トレッキングへ出かけてみませんか。
初心者でも安心！ネイチャーガイド・登山ガイドが気軽に楽しめる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　     最適コースをご案内します。

ハイキング＆
トレッキング・初級登山
ハイキング＆
トレッキング・初級登山

No.672
1泊2日

高層湿原の八幡平と
高山植物咲き競う秋田栗駒山

37,700円旅行代金7/2（月）出発日

日帰り
No.675 朝日連峰信仰の山 

新緑の長井葉山
9,500円旅行代金6/22（金）出発日

.676
日帰り

日帰り

3泊4日

奥州山脈のど真ん中で
大展望満喫！面白山

9,800円旅行代金6/15（金）・24（日）出発日

No.677 日光連山 霊峰 男体山

10,700円旅行代金7/5（木）・20（金）出発日

No.678 九州最高峰 世界自然遺産・屋久島
宮之浦岳と縄文杉登山

162,000円旅行代金7/24（火）出発日

2泊3日
No.679 南アルプスの女王

仙丈ヶ岳
54,000円旅行代金7/18（水）出発日

2泊3日
No.681 世界文化遺産

富士山お鉢めぐり
38,800円旅行代金7/22（日）・31（火）出発日

5/21～6/30の毎日出発日

17,600円～旅行代金

1泊2日
No.683 七時雨山と

エーデルワイスの早池峰山
29,500円旅行代金7/26（木）出発日

No.684
1泊2日

日帰り

日帰り

一度は登りたい！
世界遺産 富士登山

26,600円旅行代金7/25（水）・29（日）・8/5（日）出発日

No.687 ニッコウキスゲの大群落
赤薙山登山

10,700円旅行代金
6/29（金）・7/5（木）出発日

No.689 羽黒修験の聖なる峰 
花の山 月山登山

10,500円旅行代金7/9（月）出発日

初級登山コース

乗降地限定

憧れの霧ヶ峰・車山（1,925m）と      
八ヶ岳・赤岳（2,899m）

募集人員：20名
（最少催行：13名）

1日目　郡山駅前（5：40）－福島駅前（7：
00）－＜東北道＞－一本杉口・・・五合目・・・
姫神山（1,124ｍ）・・・こわ坂口－＜東北道＞
－乳頭温泉（泊/17：00頃）

2 日目　乳頭（7：20）－アルパこまくさ
（バス乗換）＝八合目・・・阿弥陀池・・・
男女岳（1,637ｍ）・・・大焼砂・・・ムー
ミン谷・・・国見温泉（入浴）－＜東北道＞
－福島駅前（18：00頃）－郡山駅前（19：20頃）

朝
弁
×

××
夕

コース
■体力難易度　★★
■歩程／１日目　約３時間30分
　　　　２日目　約５時間
■標高差／１日目 +580ｍ -580ｍ
　　　　　２日目 +337ｍ -797ｍ
■登山ガイド／お客様15名～20名
につき１名同行いたします

37,000円 小人不可
6/17（日）

旅行代金（相部屋）

出発日

No.673 岩手・秋田 1泊2日

■お泊り /鶴の湯温泉

優美な名峰・姫神山（1,124ｍ）と
チングルマの秋田駒ヶ岳（1,637ｍ）

花の百名山　

募集人員：20名
（最少催行：13名）

1 日目　須賀川（営）－郡山駅前
（5：40）－福島駅前（7：00）－＜東
北道＞－馬返し登山口・・・岩手
山八合目（泊/16：30頃）

2日目　八合目・・・岩手山薬師岳（2,038ｍ）・・・
平笠避難小屋・・・ツルハシ分かれ・・・（コマ
クサ）・・・焼走り溶岩流・・・焼走り口－焼走
りの湯（入浴 /自由食）－＜東北道＞－福島駅前（17：
40頃）－郡山駅前（19：00頃）－須賀川（営）

朝
×
×

××
夕

コース
■体力難易度　★★★
■歩程／１日目　約３時間30分
　　　　２日目　約５時間
■標高差／１日目 +1,134ｍ
　　　　　２日目 +271ｍ -1,469ｍ
■登山ガイド／お客様15名～20名に
つき１名同行いたします

33,800円 小人不可
6/26（火）

旅行代金（相部屋）

出発日

No.674 岩手 1泊2日

■お泊り /八合目避難小屋

   ゆっくり登る 
コマクサ群落の岩手山（2,038ｍ）

日本百名山　

募集人員：20名
（最少催行：15名）

1日目　白河（営）－郡山駅前（7：30）－福島駅前（8：
50）－＜東北・山形道＞－庄内観光物産館（昼食）－一ノ
滝駐車場・・・一ノ滝と二ノ滝・・・一ノ滝駐車場
－湯ノ台温泉（泊 /16：40頃）
2日目　湯ノ台－滝ノ小屋登山口駐車場・・・河原宿
・・・あざみ坂・・・伏拝岳・・・七高山・・・鳥海山 /
新山（2,236m）・・・御室小屋（泊 /15：30頃）

3日目　御室小屋・・・千蛇谷・・・
御浜・・・鉾立駐車場－遊佐
（入浴と自由食）－＜山形・東北道＞
－福島駅前（18：30頃）－郡山駅
前（19：50頃）－白河（営）
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コース

■体力難易度　★★★
■歩程／１日目　約２時間
　　　　２日目　約６時間30分
　　　　３日目　約３時間30分
■標高差／１日目 +15m -15m
　　　　　２日目 +951m -86m
　　　　　３日目 -1,005m
■登山ガイド／お客様15名～20名
につき１名同行いたします

53,000円 小人不可
8/18（土）

旅行代金（相部屋）
出発日

No.682 山形 2泊3日

■お泊り /１日目：鳥海山荘
　　　　　２日目：御室小屋

滝めぐりと鳥海山（2,236m）
日本百名山 花の百名山　日本百名山 花の百名山　

募集人員：20名
（最少催行：14名）

※八合目の避難小屋宿泊となります。夕食及び朝食は、アルファ米となります。お湯は準備いたします。

高速バスプラン
『スパリゾート・ハワイアンズ』 １泊２日
高速バスプラン
『スパリゾート・ハワイアンズ』 １泊２日

No.562福島 1泊2日
1 日目　福島駅－＜高速バス＞－スパリゾートハワイアンズ
（泊）お部屋は本館（ＷＢ）
2日目　スパリゾートハワイアンズ－＜高速バス＞－福島駅

コース

（但し、お申込み後の手配となりご希望に添えない日もございます）

添乗員・バスガイドは同行しません　食事：夕食と朝食付（食事はバイキングになります）
さらに２日間の入場券付

■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

八ヶ岳 鳥海山

岩手山秋田駒ヶ岳
ムーミン谷

保
土
ヶ
谷

8/27（月）

※コース等詳細は、「山を愛でる2018」
　専用チラシをご覧ください。

〈全コース昼食お弁当付〉〈全コース昼食お弁当付〉
〈全コース昼食お弁当付〉〈全コース昼食お弁当付〉

往復の高速と宿泊が
セットになったお得なプラン
往復の高速と宿泊が
セットになったお得なプラン
往復の高速と宿泊が
セットになったお得なプラン

（除外日6/8～ 10）

添乗員・登山ガイド
同行のあんしんプラン
添乗員・登山ガイド No.672

1泊2
出発日

添乗員・登山ガイド
同行のあんしんプラン

バス座席についてバス座席についてバス座席についてバス座席について
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