郡山〜須賀川〜白河乗車

2/23（土）・3/3（日）・
9（土）・14（木）・17（日）旅行代金 8,800円 小人同額
おすすめポイント

コース

小人 1,000 円引き

松島遊覧
船

出発日（3〜4 名 1 室）

（2
（ 2 名 1 室）

（
（1
1 名 1 室）

107,000円 110,500円 123,000

大人気の講座が福島にやってくる！
！

No.531 東京

■利用バス会社：祐徳自動車バス・
対馬バス・玄海交通バスまたは同等
■お泊り
１日目 ロイヤルホテル宗像
２日目 壱岐ステラコート大安閣
円 ３日目 みるき〜すぱサンビィレッジ

おもしろ講座開催

講

師

開 催 日
会場と時間

3 月 28 日（木）
＜福島会場＞
コラッセふくしま
４階 4 01会議室
１０時００分開始

日本橋〜品川宿を歩く

＜郡山会場＞
郡山市民交流プラザ
（ビッグアイ７階）第１会議室
１４時３０分開始

①東海道マイスター（ウォーキングリーダー）同行
②歴史スポットでは現地ガイド案内 ③イヤホンガイド付
④オリジナルスタンプ帳とウォーキングマップ進呈
⑤お弁当とお茶（ペットボトル）付

■体力難易度 ★★（中級者）
■登山ガイド 同行します
お客様１５名に１名同行します
（添乗員の他に）
■歩程
１日目 ： 約１時間３０分
２日目 ： 約５時間
３日目 ： 約３時間３０分
■標高差
１日目 ： +５８m -５８m
２日目 ： +６２４m -６２４m
３日目 ： +５５９m -５５９m

旅行代金
限定 福島〜二本松〜本宮乗車
出発日
（各42名） １本 郡山〜須賀川〜白河乗車

5/11（土）

11,000円 小人不可

福島駅前（5：50）/ 郡山駅前（6：10）−
＜東 北 道・首 都 高＞−日 本 橋 付 近・・・新 橋・・・
芝増上寺大門・・・泉岳寺・・・品川宿−＜首都高・
東北道＞−郡山駅前（21：10頃）/ 福島駅前（21：20頃）

コース

日本遺産

大木観音

日帰り No.267

福島

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。

3回

21〜28番札所/

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）

コース 福島駅前（6：30）・須賀川（営）−郡山
駅前（7：30）−＜磐越道＞−1.大木観音−2.松野観音
−3. 綾金観音−4. 高吉観音−5. 熱塩観音−喜多野
（昼食）
−6. 勝観音−7. 熊倉観音−10. 勝常観音−
9. 遠田観音−8. 竹屋観音−＜磐越道＞−郡山駅前
（17：30頃）
−須賀川（営）
・福島駅前（18：30頃）

福島駅前（6：30）
・須賀川（営）−郡山駅前
（7：30）
−＜磐越道＞−18. 滝沢観音−20. 御山観音−
19. 石塚観音−萬花楼（昼食）−15. 高瀬観音−16. 平沢

5/23（木）・26（日）
旅行代金 12,00
12,000円

コース

観音−17. 中ノ明観音−11. 束原観音−12. 田村山
観音−13. 舘観音−14. 下荒井観音−＜磐越道＞−
・福島駅前（18：00 頃）
郡山駅前（17：00 頃）−須賀川（営）

10 番札所 宮の観音

1 番札所 上小菅観音

旅行代金

12,000円 小人不可

小人不可

福島駅前（6：30）
・須賀川（営）
−郡山駅前
郡山駅前
（7：30）
−＜磐越道＞−24. 関山観音−23.
23. 高倉観音−
高倉観音

コース

4回

29〜33番札所/

別格①浮身観音堂

12,000円 小人不可 5/16（木）・19（日） 12,00
5/10（金）・12（日） 12,00
12,000円 小人不可

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・龍興寺−＜磐越道＞−
・福島駅前（19：10 頃）
郡山駅前（18：50 頃）−須賀川（営）

4 番札所 中村観音

（営）−郡山駅前
（7：30）
−＜磐越道＞−別格③鳥追観音堂−別格②柳津
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）

27 番札所 高岡観音

No.537

No.538

No.539

No.540

第

第

第

第

1回

8,800

16

2回

出発日
（須賀川発27名・本宮発27名）

国内線旅客施設
使用料導入のご案内

E-mail kokunai@fkk21.com

●仙台空港
（大人230円・小人120円）●成田空港（大人440円・小人220円）

南下する場合／磐越道利用の場合

北上 する場合

※日帰りは平野バスターミナル発着

※須賀川（営）
、郡山駅前始発となる場合があります。

企画旅行条件
国内募集型

旅行代金
1万円未満 1万円以上 5万円以上 10万円以上
（おひとり様）
5万円未満 10万円未満 15万円未満
3,000円 10,000円 20,000円

お問合せは、お近くの支店

30,000円

… 添乗員同行

福島支店

024（531）8953

（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％

… バスガイド付

乗降地限定の場合

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。

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（営）

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

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。
◆ 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。）

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）

知 っ 得 サービスのご案内

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

◆ 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。

コース 須賀川（営）−郡山駅前（7：30）・福島
駅前（7：50）−㉔桑山観音−⑮火の目観音−㉘宮崎
観音−長井（昼食と長井駅前散策）−道の駅川の
みなと長井（お買物）−⑨杉沢観音−㉙松岡観音−
⑬関寺観音−⑳仏坂観音−㉗高岡観音−福島駅前
（18：10 頃）
・郡山駅前（18：30 頃）−須賀川（営）

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）

10/28より導入開始

観光庁長官登録旅行業第1034号（社）
日本旅行業協会正会員

旅行代金

8,800円 小人不可

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。

保原バスセンターーー平野バスターミナルーー
白河（営）ーーセブンイレブン矢吹 IC店
福島駅前ーー松川北原
（停）ーー二本松（営） ーー須賀川（営）ーー郡山支社ーー郡山駅前
ーー本宮ーー郡山支社ーー郡山駅前ーー須賀川
（営） ーー本宮ーー二本松（営）ーー松川北原
（停）
ーーセブンイレブン矢吹IC店ーー白河
（営）
ーー福島駅前ーー平野バスターミナル

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。

福島交通観光

コース 須賀川（営）−郡山駅前（7：00）・福島
（7：20）
−⑧深山観音−⑯鮎貝観音−⑦高玉観音
駅前
−長井
（昼食と
「横町散策」
）
−道の駅川のみなと長井
（お買物）
−⑤九野本観音−⑥時庭観音−③黒沢観音
−④中村観音−⑪荻生観音−②高峰観音−福島駅前
（18：00 頃）
・郡山駅前（18：20 頃）−須賀川（営）

6/9（日）・13（木）

御朱印について ・・・ 専用の御朱印帳のみの対応となります。専用御朱印帳、御朱印は各出発日14 日前までにお申込みください。
◆専用御朱印帳 １冊 1,620 円 ◆御朱印 No.537 2,400 円 No.538 2,400 円 No.539 2,700 円 No.540 2,400 円

下記乗降地以外でのご乗車は、
ご遠慮願います。

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） ※高速バスプランは、適用外となります

8,800円 小人不可

昼

コース 須賀川（営）−郡山駅前（7：00）・福島
駅前（7：20）−⑫赤湯聖観音−㉚長谷観音−⑱新山
観音−⑰芦沢観音−長井（昼食と「あら町散策」）
−道の駅川のみなと長井（お買物）−⑩宮の観音−
㉜森観音−㉛五十川観音−㉒広野観音−福島駅前
（17：50 頃）
・郡山駅前（18：20 頃）−須賀川（営）

●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！

… インターネット予約可能コース

8,800円 小人不可 5/26（日）・30（木）

5/19（日）・23（木）

4回

出発日
（須賀川発27名・本宮発27名）

旅行代金

昼

●カインドシェリーポイントカード

3回

出発日
（須賀川発27名・本宮発27名）

旅行代金

昼

昼

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
ご了承ください。ただし、
（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。

お申込金

青津観音

第

出発日
（福島発20名・須賀川発20名） 旅行代金

２日目：箱根湯の花プリンスホテル

左下り観音

第

※長井駅前、
あら町、
横町で使える＠500 円クーポンをプレゼント！

の場合

１日目：ホテルラヴィエ川良

第

出発日
（福島発20名・須賀川発20名） 旅行代金

5/12

内

■お泊り

No.270

札所

長井観光局タイアップ企画
置賜三十三観音は、上杉家の重
臣であった直江兼続公の後室
お船の方がこの地に三十三観
音霊場を定めたと伝えられ、素
朴でありながらも厳かな霊場
出発日
です。
全ての観音堂の観音様が （須賀川発27名・本宮発27名） 旅行代金
秘仏とされていますが、御開帳
円 小人不可
（日）
・ （木）
では観音様のお姿を拝しお参
りすることができます。
（絶対
コース 須賀川（営）−郡山駅前（7：30）・福島駅前
秘仏の観音様もあり、すべての （7：50）−㉓川井観音−㉝戸塚山観音−①上小菅観音
観音堂で御開帳されるわけで
−⑭置霊観音−長井（昼食 / 米沢牛すき焼き膳）
−
はありませんので、予めご了承
道の駅川のみなと長井（お買物）−長井駅前散策−⑲
笹野観音−㉖遠山観音−㉕赤芝観音−㉑小野川観音
ください。
）
・郡山駅前（18：30 頃）−須賀川（営）
−福島駅前（18：00 頃）
今回のツアーでは、先達人が同
行し案内や読経をいたします。

旅行企画・実施

３日目 箱根湯の花（8：00）−金時神社入口・・・宿り石・・・金時山山頂
（1,213m）
・・・うぐいす茶屋・・・金時登山口−御殿場（入浴・自由食）−＜東名・圏央・
東北道＞−白河
（営）
−郡山駅前（20：00 頃）−福島駅前（21：10 頃）

No.269

11〜20番

札所

２日目 伊東（8：30）−中伊豆バイパス−天城高原ゴルフ場・・・万二郎岳・・・
（往路下山）
・・・
アセビのトンネル・・・石楠立・・・万三郎岳
（天城山頂 1,406m）
・・・
天城高原ゴルフ場−伊豆スカイライン−箱根湯の花温泉（泊 /16：20 頃）

昼

2019 年御開帳
2019年御開帳

1〜10番

円 小人不可

１日目 福島駅前（6：00）−郡山駅前（7：10）−白河（営）−＜東北・圏央・東名道・
伊豆中央道＞−浄蓮の滝−水生地下・
・・
（天城山隧道 / 旧天城トンネル散策・往復）
−修善寺−中伊豆バイパス−伊東温泉（泊 /17：10 頃）

No.268

2回

2泊3日

日本百名山

コース

昼

日帰り

山形

1回

乗降地限定

旅行代金
男女別の相部屋

出発日（20名
最少催行13名）

滝沢観音

昼

※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。
◆御朱印帳 1 冊 1，
300 円
◆御朱印
№267 3,300円
3,300 /№268 3,300円/
№269 3,000
3,000円 /№270 2,400円

第

昼

会津三十三観音 めぐり 置賜三十三観音 めぐり

初回 旅行参加者限定記念 ◆歩行距離 ： 約９㎞ 歩行時間 ： 約５時間◆
「広重 東海道五拾三次」 コース 五街道の起点である日本橋からスタートし、銀座、新橋などの歓楽街や増上寺や
冊子全員へプレゼント ポイント 泉岳寺などの歴史ある場所を訪れ、最初の宿場街である品川宿を目指します！

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

国

天城山

（全20回シリーズ）

弁

街道あるき
心強い
ポイント

健康と歴史探訪ウォーク

No.523 静岡

山を愛でる
天城峠とアセビの咲く 天城山 （1,406m）
大展望広がる金時山（1,213m）
4/24（水）
62,400

街道めぐり

第１回

４日目 ホテル （8：30）−太宰府天満宮−博多はねや総本家（昼食）−佐賀
空港
成田空港−＜常磐・東北道＞−白河（営）−郡山駅前（21：00頃）−福島
駅前（22：10頃）

弁夕 朝 弁夕 朝

※約２時間を予定
しております。

魅力・歴史・楽しみ方など
たっぷりお話します

永島孝志（旅人企画）

大募集

３日目 ホテル（8：30）−壱岐島内観光（猿岩・東洋一砲台跡・月読神社・
−あまごころ本舗（昼食・お買物）
焼酎工場・左京鼻・はらほげ地蔵・原の辻遺跡）
−壱岐・芦辺港
〜
（高速船）
〜
博多港−天ヶ瀬温泉（泊 /17：10 頃）

登山ツアー

日帰り

東海道五十三次・街道歩きを知るための 東海道五十三次
第２期生
予約制
（定員あり）
・入場無料

２日目 ホテル（8：00）−宗像大社（参拝）−博多港
〜（高速船）〜
対馬・
厳原港−武家屋敷（車窓）−上見坂展望台−椎根の石屋根（車窓）−小茂田浜神社
−対馬・厳原港
〜
（フェリー）
〜
壱岐・郷ノ浦港−壱岐（泊 /17：50 頃）

朝昼夕 朝昼弁

天ヶ瀬温泉

コース

１日目 福島駅前（5：00）−郡山駅前（6：10）−白河（営）−＜東北・常磐道＞−
成田空港
佐賀空港−＜長崎・九州道＞−門司港レトロ散策（展望室）−
＜九州道＞−宗像市内
（泊 /18：30 頃）

弁夕 朝 弁 夕

日本遺産国境の島
「壱岐」
「対馬」と

説明会のご案内
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対馬・浅茅湾

おすすめポイント

「宗像大社」参拝 3/24（日）

食の福袋
（海鮮バイキング）

郡山駅前（7：10）
・福島駅前（7：30）−＜東北・三陸
道＞−陸奥国一之宮・塩竈神社（初詣）
−塩釜水産物仲卸市場
（お買物）−海鮮せんべい塩竃−松島大観荘（海鮮バイキング
の昼食）−松島散策（五大堂）−松島港 〜〜
松島遊覧船
〜〜 マリンゲート塩釜−武田の笹かまぼこ（手焼き体験）−
＜三陸・東北道＞−福島駅前
（17：45 頃）
・郡山駅前（18：30 頃）

コース

・壱岐、
対馬は朝鮮半島との間
に浮かぶ、
雄大な自然と歴史
が織りなす国境の島です。
・レトロな町並み門司や豊後
三大温泉の ひとつ天ヶ瀬
温泉もお楽しみください。

旅行代金
（35名 最少催行25名）

塩竈神社初詣

小人 1,000 円引

・世界有数の大きさを誇る蔵王
の樹氷はまさに圧巻！青空の
下で変わる美しさをご覧くだ
さい。
・米沢牛専門の老舗店で味わう
牛鍋膳をご賞味ください。

3泊4日

世界文化遺産

お得感満載！

・八戸いかの一夜干し
（３尾）
・石巻金華さばの干物
・あじの開き
（2 枚）
・三陸さんまの旨辛漬け
・生ホタテ 他 2 点の
「福袋」
をプレゼント！
出発日（各42名）

おすすめポイント

壱岐・猿岩

乗降地限定

No.462 長崎

「海の幸福袋」

昼

昼

日本三名園のひとつに数え
ら れ る 梅 の 名 所 で す。約
100 品種、3,000本の梅が、
早咲き・中咲き・遅咲きと
長期に渡り楽しめます。

お楽しみ福袋プレゼント！

2/11（月）・16（土）・20（水）・ 2/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・11（月祝日）・
24（日）・28（木）・3/3（日）
16（土）・17（日）・23（土）・24（日）
旅行代金 9,800円
旅行代金 11,800円

昼

福島駅前（8：40）/ 郡山駅前
（8：40）
−白河（営）−那珂湊（寿司・かに・
あわびの昼食・鮮魚などお買物）−水戸
偕楽園（梅まつり見学）−お菓子夢工場
（水戸の銘菓お買物）−白河（営）−郡山
（19：40 頃）/ 福島駅前（19：
（19：20
20 頃）
駅前（19：40

コース 須賀川（営）−郡山駅
前（8：40）−福 島 駅 前（10：00）−
＜東北中央道＞−上杉神社
（自由参拝）
−米沢市内
（米沢牛牛鍋膳の昼食）
−蔵王温泉
（ロープウェイ）
山 頂 駅（樹 氷 見 学）
蔵王
温泉−＜山形・東北道＞−福島駅前
（18：00 頃）−郡山駅前（19：20 頃）

ご参加の方全員へ
美味しさたっぷりの・
・
・

日帰り

︵宮城県松島編︶

2/24（日）
・3/2
（土）
・
6（水）・10（日）・16（土）

出発日（各42名）

No.110491本宮〜二本松〜福島乗車
宮城
No.111491白河〜須賀川〜郡山乗車

福袋

氷
蔵王ロープウェイ樹

寿司 かに あわび

出発日 福島〜二本松〜本宮乗車
（各42名）

蔵王樹氷 見学と
那珂湊市場の 米沢牛専門店の
特上寿司・
特上寿司
・かに・
牛鍋膳の昼食
あわび

日帰り

米沢牛牛鍋膳
︵イメージ写真︶

水戸の梅まつりと

No.468 山形

平成 年新春企画 今年もよろしく！

雪原を埋め尽くす

日帰り

平成最後に贈る あけてびっくり

No.457 茨城

福 袋 ツア ー

偕楽園

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 2019 年 1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。

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 1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。

