乗降地限定

日帰り

No.481 茨城

いちご狩り

日光幻想冬景色

フォトジェニック！

氷の彫刻

出発日（各42名）

29,800

異国情緒漂う

函館２日間

33,200円 34,200円

この商品は国
（道）
の補助金
（負担金）
により、
20,000 円助成を受けております。

コース

8,500円 小人同額

レトロタウン２大都市

道南周遊３日間 さっぽろホワイトイルミネーションと
三大がに食べ放題海鮮バイキング

最少催行 25名）

旅行代金

（2 名 1 室）
（1 名 1 室）
2/25（月）限定 43,800
円 47,800 円

この商品は国
（道）
の補助金
（負担金）
により、
30,000円
助成を受けております。

コース

この商品は国（道）の補助金（負担金）により、30,000円助成を受けております。

１日目 福島駅（6：42）
・郡山駅（6：54）
・福島駅（7：08） 仙台駅
（北海道新幹線 / はやぶさ）
新函館北斗駅−函館名物朝市（海鮮丼の
−
函館山
昼食とお買物）−金森赤レンガ倉庫群（ベイエリア）
−湯の川温泉（泊 /17：20 頃）
夜景見物
（函館山ロープウェイ利用）

■お泊り １日目 平成館海洋亭 ２日目 ホテルサンルートニュー札幌
■利用バス会社：北海道観光バス ■利用航空会社：日本航空

２日目 湯の川（8：10）−トラピスチヌ修道院−五稜郭公園（五稜
郭タワー）−北海道昆布館（イマジカドーム）−大沼公園（昼食と
散策）
−＜道央道＞−サイロ展望台（洞爺湖・有珠山眺望）
−＜道央
道＞−登別温泉
（泊 /16：20 頃）
３日目 登別（8：20）−登別地獄谷−＜道央道＞−
札幌もい
わ山展望台（ロープウェイ＋もーりすカー利用）−札幌場外市場
（昼食とお買物）−＜道央道＞−新千歳空港
仙台空港−福島駅
前（18：40 頃）−郡山駅前（19：50 頃）−新白河駅前（21：00 頃）

朝昼

３日目 札幌（9：00）−白い恋人パーク（入場・お買物）−大倉山・札幌オリンピックミュージアム
（入場）
−札幌場外市場（昼食とお買物）−＜道央道＞−新千歳空港
仙台空港−福島駅前（18：40 頃）
−郡山駅前（19：50 頃）−新白河駅前（21：00 頃）

（2 名 1 室）

朝昼夕

２日目 湯の川（8：30）−北海道昆布館（イマジカドーム）
−＜道央道＞−千歳（昼食）−＜道央道＞−
小樽市内散策
（運河・北一硝子など）
−＜札樽道＞−札幌市内（夕食 / 三大がに食べ放題海鮮バイ
キング）
−札幌市内（泊 /20：10 頃） ※第 38 回さっぽろイルミネーション開催中！

（3 名 1 室）

49,200円 50,700円 52,200円

■お泊り
１日目 平成館しおさい亭
２日目 ホテルまほろば
利用バス会社：北海道観光バス
利用航空会社：日本航空

No.485 北海道

3泊4日

函館 金森倉庫群

ほっかほっか北海道

出発日（28名
最少催行25名）

2/23

2/20（水）
（湯の川・登別・定山渓）
と 旅行代金
（4 名 1 室）
（
（3
（ 名 1 室）
（2 名 1 室）
旬の味覚三昧（函館海鮮丼・ 64,000円 65,500円 67,000円
小樽寿司・札幌かに食べ放題）
函館夜景

限定

この商品は国
（道）
の補助金
（負担金）
により、
35,000 円助成を受けております。

洞爺湖

３日目 阿寒湖（8：00）−鶴居・伊藤タンチョウサンク
チュアリ−釧路湿原展望台−釧路和商市場（お買物・
昼食）
−道の駅うらほろ−池田ワイン城−十勝川温泉
（泊 /16：40 頃） ★豊頃町ジュエリーアイス

朝昼

４日間 十勝川（8：00）−＜道東道＞−小樽市内散策
（小樽運河・北一硝子・昼食）−＜道央道＞−新千歳空港
仙台空港−福島駅前（18：40 頃）−郡山駅前（19：
50 頃）
−白河（営）

チャーター直行便で行く

No.825 中国

3泊4日

穿山岩

2/7
2/
/7（木） 限定

出発日（25 名
最少催行15名）

旅行代金（福島空港発着）
（4 名 1 室）
） （2〜3
（2〜 名 1 室）
）（1名 1 室）

96,800円 99,80
99,800円 124,800
124,80 円

長崎ランタン
フェスティバ
ル ( イメージ
）

おすすめポイント
おすす
ポイント

昼

※日帰りは平野バスターミナル発着

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

【受託販売】旅行企画実施 新常磐交通

片道料金 ●羽田空港（大人290円・小人140円）●新千歳空港（大人270円・小人140円）
●仙台空港
（大人230円・小人120円）●成田空港（大人440円・小人220円）

知 っ 得 サービスのご案内

国 内・海 外 募 集 型 企 画 旅 行 条 件
◆ 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。

旅行代金

1万円未満 1万円以上 5万円以上 10万円以上
5万円未満 10万円未満 15万円未満

お申込金

3,000円 10,000円 20,000円

30,000円

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

（おひとり様） 15万円未満
15万円以上30万円未満
海 外 旅行代金
の場合 お申込金
20,000円以上 30,000円以上

30万円以上
50.000円以上

（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・海外募集型企画旅行の
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。
国 内
の場合

旅行開始日の
20日前〜8日前
旅行代金の
20％

… 添乗員同行

旅行開始日の
7日前〜2日前

旅行代金の
30％

旅行開始日の 旅行開始日の 開始後の解除
前日
当日
無連絡不参加

旅行代金の
40％

… バスガイド付

旅行代金の
50％

乗降地限定の場合

旅行代金の
100％

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

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。

契約解除の日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降
3 日目にあたる日まで
海 外
の場合 旅行開始日の前々日及び前日
旅行開始日の当日
旅行開始後又は無連絡不参加

取消料
（おひとり）

旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

◆ 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。）

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

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。

弊社は左記料金を、
旅行代金に含んでおります。

●お客様無料駐車場（予約制）

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（営）

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

E-mail kokunai@fkk21.com

朝機

夕

朝

■食事条件
（機内食除く） 朝：3 回 昼：2 回 夕：3 回
■利用航空会社 チャイナエアライン
■利用ホテル 桂林 / ガーラ、
グロリアプリンス又は同等クラス
■その他費用渡航手続取扱料金 4,320 円
現地空港税 3,300 円 国際観光旅客税 1,000 円 成田空港使用料・保安料 2,610 円
燃油サーシャージ 8,000 円（11/1 現在目安） 一人部屋追加代金 19,500 円（3 泊分）

下記乗降地以外でのご乗車は、
ご遠慮願います。

※高速バスプランは、適用外となります

上海乗継ぎ
4 日目 朝 ：桂林
成田空港着（午後）−郡山駅前−
福島駅前（夜）

この料金は各空港会社・各空港ビル会社が、皆さまがご利用になる出発・到着ロビーなど様々な施設を整備するための費用として申し受けます。

10/28より導入開始

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）

79,800

3 日目 終日：桂林市内観光
市内最高峰の畳彩山、穿山岩
、木龍湖公園、東西巷、正陽歩行
洞）
路散策
昼食は、
精進料理ビュッフェをお楽
しみください。 夕食は、広東料理
をご賞味いただきます。＜桂林 泊＞

朝 昼 夕

朝

朝昼

おすすめポイント
・桂林観光のハイライト漓江下りへご案内！
ワンランク上の４ツ星遊覧船で山水画の世界を堪能！
・桂林ナイトクルーズでライトアップされた夜景を満喫！
・全観光食事付、添乗員付きのお買い得ツアー！

国内線旅客施設
使用料導入のご案内

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）

… インターネット予約可能コース

＜桂林 泊＞

●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！

旅行代金 お一人様
（２名一室利用）

２日目 午前：桂林漓江下り 世界遺産の奇岩・奇峰が林立する
山紫水明の世界を４ツ星遊覧船で堪能ください。
船内でビュッフェの昼食をお召し上がりいただきます。
午後：終点の陽朔下船後、
陽朔観光
（メインストリート
陽朔西街散策）
と桂林工芸品店へご案内
夜 ： 桂林ビーフンなどの郷土料理の夕食
＜桂林 泊＞
夕食後、
桂林ナイトクルーズへご案内

※詳しくは、専用チラシをご覧ください。

●カインドシェリーポイントカード

1/13
1
/ （日）・2/25（月）・3/10（日）

１日目 福島駅前（早朝）−郡山駅前−成田空港（午前） 上海着（乗継ぎ） 桂林着
夜 ：到着後、
麺料理などの軽めの夕食をとりホテルへご案内

3 日目 ホテルにて朝食 ハウステンボス散策 / 各自昼食をお取り下さい。ハウステンボス出発
【受託販売】旅行企画実施
株式会社エイチ・アイ・エス （14：00）−長崎心泉堂（カステラ店立寄り）−長崎空港発（17：00） 福島空港着（18：50 予定）

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、
バス座席 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。
について また、奇数でご参加の方は相席となります。

漓江

機夕

ハウステンボス

・直行チャーター便利用で
福島⇔長崎まで楽々移動
・安心の添乗員同行
・初日は長崎ランタンフェスティ
バル鑑賞ツアーに参加
・ハウステンボス滞在中 入場券＆
アトラクション乗り放題パス付

コース

コース

（25 名 最少催行15名）

昼夕

〜夜景日本一
﹁ハウステンボス﹂と

長崎冬の風物﹁
詩 ランタンフェスティバル﹂を満喫〜

ハウステンボス＆
長崎ランタン
フェスティバル３日間

■お泊り １日目 ホテルクレッセント旭川 ２日目 ホテル阿寒湖荘 ３日目 観月苑 ■利用バス会社：北海道観光バス ■利用航空会社：日本航空

木龍湖

2 泊目（ハウステンボスパーク外）
（班毎のご案内となります。
）
＜長崎 泊＞
変なホテル
■利用航空会社
２日目
ホテル
（9：00）
−小菅修船場跡（世界遺産）
−軍艦島上陸ツアー−長崎
フジドリームエアラインズ
（ちゃんぽんと皿うどんの昼食）−外海の大野集落（世界遺産）
−ハウステンボス
直行チャーター便利用
■利用バス会社 東彼観光
散策 / 各自夕食をお取り下さい。＜長崎 泊＞

国 内
（おひとり様）
の場合

２日目 旭川（8：00）−北の森ガーデン−道の駅おんねゆ
温泉（休憩）−網走（昼食・博物館網走監獄）
−硫黄山（アト
サヌプリ）
−阿寒湖アイヌコタン（アイヌの伝統文化と
アイヌ民族の生活を体感）
−阿寒湖温泉（泊 /17：10 頃）

2泊3日

１日目 福島空港（9：00 予定）
長崎空港着−長崎（昼食）−長崎市内観光（大浦天
主堂・グラバー園・長崎市亀山社中記念館）
−ホテル（16：00 頃 / 一旦チェツクイン）
■利用ホテル
2019 長崎ランタンフェスティバルご案内【①班 16：30・②班 17：20】 2 班に分かれて
1 泊目（長崎）
稲佐山観光ホテル
のご案内となります。
夕食は、新世界３大夜景長崎の夜景を観ながらお楽しみ下さい。

旅行企画・実施

１日目 白河（営）−郡山駅前（6：50）−福島駅前（8：00）−
仙台空港
新千歳空港−＜道央道・昼食＞−旭山動物園
（人気のホッキョクグマ館・アザラシ館・ペンギン冬の
お散歩など）
−旭川市内（泊 /17：30 頃）

朝 昼夕

４日目 定山渓（8：30）−白い恋人パーク（入場）−札幌場外
市場（お買物）−札幌市内（昼食 / タラバ・ズワイ・毛ガニ・寿司・
仙台空港
刺身・お肉食べ放題）
−＜道央道＞−新千歳空港
−福島駅前（18：40 頃）−郡山駅前（19：50 頃）

コース

■お泊り １日目 平成館しおさい亭 ２日目 ホテルまほろば ３日目 定山渓ビューホテル ■利用バス会社：北海道観光バス ■利用航空会社：日本航空

No.487 長崎

北海道
道東満喫４日間

朝 昼夕

３日目 登別（8：30）−登別地獄谷−＜道央道＞−支笏湖（眺望）
−霧氷ロード−＜道央道＞−小樽市内散策（握りずしの昼食・
小樽運河・北一硝子・小樽オルゴール堂など）
−札幌もいわ山
展望台
（日本新三大夜景）
−定山渓温泉（泊 /18：00 頃）

この商品は国
（道）
の補助金
（負担金）
により、
35,000 円助成を受けております。

昼夕

朝昼夕

（泊 /16：20 頃）

3泊4日

67,000円 69,000円 71,000円

朝昼

２日目 湯の川（8：10）−トラピスチヌ修道院−五稜郭公園（五稜郭
タワー）−北海道昆布館（イマジカドーム）−大沼公園（昼食と散策）−
＜道央道＞−サイロ展望台（洞爺湖・有珠山眺望）
−＜道央道＞−登別温泉

No.486 北海道

さっぽろホワイト
イルミネーション

出発日（29名
（土）限定
最少催行25名）
旅行代金（4 名 1 室）
（3 名 1 室）
（2 名 1 室）
）

朝昼夕

１日目 福島駅（6：42）・郡山駅（6：54）・福島駅（7：08）
仙台駅
（北海道新幹線 / はやぶさ）
新函館北斗駅−函館名物朝市（海鮮丼の昼食
とお買物）
−金森赤レンガ倉庫群（ベイエリア）
−
函館山夜景見物
（函館山ロープウェイ利用）
−湯の川温泉（泊 /17：20 頃）

昼夕

コース

ぺんぎんの
散歩

北海道ふっこう割

「道南温泉めぐり」

F
D
A

昼夕

１日目 福島駅（6：42）
・郡山駅（6：54）
・福島駅（7：08） 仙台駅 （北海道新幹線 / はやぶさ） 新函館
北斗駅−函館名物朝市（海鮮丼の昼食とお買物）
−トラピスチヌ修道院−金森赤レンガ倉庫群
−湯の川温泉（泊 /17：45 頃）
（ベイエリア） 函館山夜景見物
（函館山ロープウェイ利用）

2泊3日

（函館・登別・札幌）
３日間
2/18（月）限定

出発日
（
3
（33名
最少催行 25名）
旅行代金 （4 名 1 室）

朝昼

■お泊り
（Ａ）
ホテルリソル函館 （Ｂ）
ラビスタ函館ベイ
※旅行お申し込みの際、ご希望のホテルを指定ください。部屋数（タイプ）に限りがあり、
ご希望に添えない場合もございます。
■利用バス会社：
北海道観光バス

おすすめポイント
・日本三名瀑の袋田の滝は、寒さの厳しい冬は凍る
こともある全国的にも珍しい氷瀑する滝。カメラ
マン同行でスナップ写真を撮影します。
(後日お渡し）
・昼食は茨城を代表する鍋料理、冬の味覚「あんこ
う鍋」と、奥久慈しゃもに並ぶ二大ブランド「つく
ばしゃも鍋」より選べます。
・まるで海に浮かんでいるような絶景カフェは、全
面ガラス張りで日立駅直結の建物は「世界一美し
い駅舎」の 1 つとも言われています。

No.484 北海道

昼夕 朝 昼夕

２日目 函館ベイエリア（金森赤レンガ倉庫群等）自由散策−
函館名物朝市
（お買物と新鮮な函館の味
「海鮮丼の昼食」
）
−北海
道昆布館（イマジカドーム）−新函館北斗駅 （北海道新幹線 / はや
ぶさ）
仙台駅
福島駅（18：09）・郡山駅（18：29）・新白河駅

旅行代金

コース

朝昼

１日目 新白河駅（6：42）
・郡山駅（6：54）・福島駅（7：08） 仙台駅
（北海道新幹線 / はやぶさ）
新函館北斗駅−大沼公園（昼食・散策）
−トラピスチヌ修道院−五稜郭公園（五稜郭タワー）
−
函館
山夜景見物
（函館山ロープウェイ利用）
−函館市内（泊 /17：40頃）

郡山〜須賀川〜白河乗車

コース 福島駅前（7：20）/ 郡山駅前（7：30）−白河（営）
−＜東北道＞−袋田の滝（お一人様 1 枚スナップ写真
のプレゼント！）
−＜常磐道＞−水戸（昼食 / 選べる鍋
御膳【味噌味あんこう鍋、又は 醤油味つくばしゃも
鍋】）−＜常磐道＞−シーバーズカフェ（話題の絶景
天空カフェで太平洋一望！デザートパンケーキ付）
−白河（営）/ 郡山駅前（18：40 頃）−福島駅前（18：20 頃）

No.483 北海道

昼

ホテルプチ情報
● ( A ) ホテルリソル函館 ●
・アクセス
ＪＲ函館駅から徒歩3分
・お部屋の広さ
（シングル15㎡）
（ツイン17〜24㎡）
● ( B) ラビスタ函館ベイ ●
・アクセス
ＪＲ函館駅から
徒歩15分（ベイエリア）
・お部屋の広さ
（シングル15㎡）/
（ツイン24㎡）
・大浴場あり
・朝食が美味しいホテル
北海道1位（7年連続）

2/14

出発日（46名
最少催行20名）
（木） 限定
旅行代金
（Ａ）
ホテルリソル函館 （1〜2 名1室）
円
（Ｂ）
ラビスタ函館 （2 名 1 室）
（1 名 1 室）

1泊2日

1/21（月）・25（金）・2/12（火）
1/23（水）・2/4（月）・14（木）

・帝国ホテル、ホテルニューオオ
タニ、アンバサダーホテル等、有
名ホテル料理人が奥日光に集
結！氷の芸術で腕を競います。
・いちご狩りは 30 分食べ放題に
なります。

※選べる鍋御膳は事前にご希望を承ります。
旅行申込時にお申し付け下さい。

昼

8,300

まるで海に浮くカフェ！
出発日（各42名） 絶品パンケーキ付〜
福島〜二本松〜本宮乗車

おすすめポイント
昼

コース 福島駅前（6：50）−郡山駅前（7：50）
−白河（営）−＜東北道＞−いろは坂−奥日光
湯元（芸術品・氷の彫刻鑑賞）
−中禅寺湖畔
（昼食）
−いろは坂−日光ストロベリーパーク
（いちご狩り）
−
＜東北道＞
−白河
（営）−郡山駅
円
前（17：00 頃）−福島駅前（18：10 頃）
小人同額

2/2（土）・9（土）・
11（月）・17（日）

北海道新幹線で行く

シーバーズカフェ

ンチ＆
〜冬限定の選べる鍋ランチ＆

「匠の技」氷の彫刻鑑賞と
甘〜いイチゴ狩り食べ放題

No.482 北海道

つくばしゃも鍋

日帰り

冬の絶景袋田の滝

有名ホテル料理人

旅行代金

あんこう鍋

No.480 栃木

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

◆ 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11 月10日を基準としております。
・ 海外の場合の時間帯目安（移動の発着時刻）
早朝 4：00〜 朝 6：00〜 午前 8：00〜 昼 12：00〜
午後 13：00〜 夕刻 16：00〜 夜 18：00〜 深夜 23：00〜
◆ 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 11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。

