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福島交通観光

ハウステンボスチューリップ祭り

ハウステンボスイルミネーション

No.230 熊本・長崎

2019 .

百合ヶ浜

3泊4日

No.231 沖縄・鹿児島

3泊4日

出発日
（22名 /ご夫婦11組様）
最少催行 14 名

花と光の絶景
『ハウステンボス』
『ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート』

長崎夜景
ⓒ長崎県観光連盟提供

で至福の一夜を！

おすすめポイント

2/17（月）

旅行代金（お二人様で）

354,000

ホテルヨーロッパお部屋イメージ

円

1/27（月）・2/18（火）・3/16（月）
（3 名 1 室）

（2 名 1 室）

86,000円 87,200円 88,400円

コース

１日目 福島駅（6：33）・郡山駅（6：47）・新白河駅（6：59）
東京駅
新神戸駅−＜明石海峡大橋＞−淡路島・あわじ花さじき
（季節の花畑・展望デッキからのパノラマ /1 月・2 月ストック、
3 月菜の花）−淡路人形座（人形浄瑠璃見学）−淡路島（泊 /16：10 頃）
２日目 ホテル（9：00）−福浦港 〜〜 うずしおクルーズ（世界
最大のうず潮）〜〜 福浦港−＜大鳴門橋＞−鳴門（昼食）−大塚
国際美術館（たっぷり 180 分滞在 / 西洋名画 100 余点を陶板で
原寸大に再現）
−鳴門（泊 /16：10 頃）

日帰り 昼食付

「高御座」

出発日（各40名）
旅行代金

昼

13,600円 小人同額

おすすめポイント
新天皇が五穀豊穣と国民の安寧を祈る
儀式「大嘗祭」のために皇居・東御苑に
建設された斎場「大嘗宮」が今回特別に
儀式後の11/21 〜12/8 の18日間一般
公開されます。

出発日（各40名）
旅行代金

13,400円 小人同額

コース 福島駅前（6：00）−郡山駅前（7：10）−
白河 IC−＜東北・首都高＞−東京シビックセンター
（昼食 / スカイレストラン椿山荘）
−東京国立
博物館「高御座」
・
「御帳台」
・
「威儀物」一般公開
−＜首都高・東北道＞−白河 IC−郡山駅前（19：50 頃）
−福島駅前（21：00 頃）

昼

写真はイメージです︒

福 島 駅 前（6：00）−郡 山 駅 前
（7：10）−白河 IC−＜東北・首都高＞−東京
シビックセンター（展望ラウンジ昼食）−皇居
東御苑【案内人がご案内する皇居乾通り
通り抜けと大嘗宮一般参観】
〔坂下門・・・
宮内庁庁舎前・・・乾通り・・・東御苑・・・
大嘗宮（見学）〕
−＜首都高・東北道＞−白河 IC
−郡山駅前（19：50 頃）−福島駅前（21：00 頃）

花をお楽しみください。
・日本最大級の常設展示スペースを
有する「陶板名画美術館」大塚国際
美術館をたっぷり 180分見学。世界
大塚国際美術館 システィーナ・ホール
の美術館を体感ください。

「写真は大塚国際美術館の展示作品を
撮影したものです」

1泊2日

おすすめポイント
即位礼正殿の儀で即位を宣言された玉座
「高御座」
期間限定で一般公開されます。
高御座は、高さ
約 6.5ｍ、重さ約 8トンで黒漆塗りの壇の上に
鳳凰などの飾りが付いた八角形の屋根が据え
られています。
「御帳台」や儀式で使用した道具
も同時に公開されます。

コース

かんなみ桜

2/24（月）
3/2（月） 26,800 28,800
旅行代金
（3 〜 4 名１室） （2 名１室）
円

１日目 福島駅前（6：00）−郡山駅前（7：20）−白河 IC−＜東北・圏央・
小田原厚木道路＞−小田原（昼食）
−湯河原梅林 / 幕山公園（約 4,000 本の
紅梅・白梅が咲き誇る
「梅の宴」
）
−湯河原温泉
（泊 /16：30 頃）

２日目 ホテル（8：30）−熱海梅園（梅まつり）
−函南・かんなみの桜
まつり（河津桜）
−三島わさび工場 沼津・港八十三番地（漁港めしの自
由食）
−＜東名・東北道＞−白河 IC−郡山駅前（19：20 頃）−福島駅前（20：40 頃）

No.240 東京

乗降地限定

日帰り

祝 令和２年

皇居二重橋
（公財）
東京観光財団

皇居一般参賀と
浅草フリータイム
出発日（各42名）

1/2（木）・2 /23（日）

旅行代金

9,180円 小人同額

コース 福島駅前（5：10）−郡山駅前
（6：10）−白 河 IC−＜東 北 道・首 都 高＞−
皇居一般参賀−浅草フリータイム（自由食・
浅草寺・仲見世など）
−＜首都高・東北道＞
−白河 IC−郡山駅前（19：30 頃）−福島
駅前（20：40 頃）

円

昼夕 朝

■お泊り：ニューウエルシティ湯河原

一般公開と
玉座「高御座 (たかみくら)」
・
秋の皇居乾通り
「御帳台
「御帳 (みちょうだい)」一般公開
・6
（金）
・7
（土）
・8
（日）
( いぬいどおり) 通り抜け 12/2（月）
12/22（日）・1/12（日）・18（土）
コース

あわじ花さじき

（1 月・2 月ストック）
すめ
おす ント ・「花の島」淡路島。季節の
イ
ポ

出発日（各40名）

【期間限定】

大嘗宮 (だいじょうきゅう)

うずしおクルーズ

No.237 神奈川・静岡

・約 4,000 本の紅白の梅が咲き誇る幕山
すめ 公園。梅の甘い香りと辺り一面が紅白の
おす ント 梅で埋め尽くされている光景はまるで
イ
ポ
ピンクの絨毯のような光景は圧巻です。
・春の訪れを感じる「熱海梅園梅まつり」と「かんな
みの桜まつり」もお楽しみいただきます。

朝昼夕 朝 昼 夕 朝 昼 弁

乗降地限定

花香る淡路島 と
阿波とくしま

2泊3日

東京国立博物館
『即位礼正殿の儀』

【案内人がご案内する】昼食付

◆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
◆利用航空会社：春秋航空 ◆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 ３日目 みるき〜すぱサンビィレッジ

満喫 の3日間
〜たっぷり
大塚国際美術館見学と
世界最大のうず潮・
淡路人形浄瑠璃〜

No.239 東京

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（22：35頃）−福島駅前（23：50頃）

湯河原梅林
﹁梅の宴﹂

日帰り

No.235 兵庫・徳島

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・
焼酎工場・左京鼻・はらほげ地蔵・原の辻遺跡）
−あまごころ本舗（昼食・
お買物）
−壱岐・芦辺港〜 （高速船）〜博多港−天ヶ瀬温泉（泊 /17：10 頃）

出発日（各40名 / 最少催行20名）
旅行代金（４名 1 室）

（1 名 1 室）

101,800 104,500 117,800円
103,800 106,500 119,800円
104,800 107,500 120,800円

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＞−＜九州道＞−宗像市内（泊 /17：30 頃）

朝 昼

２日目 勝浦（8：30）−海の港まるたけ（お買物）−濃溝の滝（話題のパワー
スポット）
−＜館山・東関東道＞−成田（昼食）・新勝寺参拝−＜圏央・東北道＞
−白河（営）−郡山駅前（19：20 頃）−福島駅前（20：40 頃）

2/16（日）・3/9（月）・15（日）

旅行代金（3 〜４名 1 室） （2 名 1 室）
2/16 発
円
円
3/9 発
円
円
3/15 発
円
円

朝 昼夕

24,500 25,600 27,800
27,800 28,900 31,100

乾通り通り抜け

温泉もお楽しみください。

万葉集に
詠われた古湯・

乗降地限定

旅行代金 （4〜5 名 1 室） （3 名 1 室） （2 名 1 室）
3/22・4/1発
円
円
円
円
円
円
コース 3/28 発
１日目 福島駅前（6：40）−郡山駅前（8：10）−白河（営）−＜東北・首都高 / 海ほたる
PA 自由昼食＞−大多喜駅 （いすみ鉄道） 大原駅−勝浦温泉（泊 /16：35 頃）

夕 朝昼

■お泊り 勝浦ホテル三日月

・壱岐、対馬は朝鮮半島との字真

すめ に浮かぶ、雄大な自然と歴史が
おす ント 織りなす国境の島です。
ポイ ・豊後三大温泉のひとつ天ヶ瀬

〜 約4
,000本咲き誇る

濃溝の滝

旬、桜 は ３ 月 下 旬 〜 ４ 月
上旬が例年の見ごろです。
車窓からの春をお楽しみ下さい。

コース

出発日（各35名 / 最少催行25名）

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）

湯河原温泉

1泊2日

※いすみ鉄道 3 月ダイヤ改正のため、
初日の行程の時間が変更となる場合が
ございます。
予めご了承願います。

菜 の 花 畑 の 中 を 走 る「い
すめ
おす ント す み 鉄 道」に 乗 車！菜 の
花は３月中旬〜４月中
ポイ

壱岐・猿岩

■お泊り：1 日目：ホテル＆リゾーツ南淡路 2 泊目：アオアヲナルトリゾート
■利用バス会社：帝産観光バス ■利用航空会社 日本航空

3/22（日）・28（土）・4/1（水）
いすみ鉄道

3泊4日

対馬・
浅茅湾

湯河原梅林
﹁梅の宴﹂
﹁熱海梅園梅まつり﹂・
﹁かんなみの桜まつり﹂〜

出発日（各40名）

乗降地限定

3 日目 ホテル（8：20）−霊山寺（四国八十八ヶ所 1 番札所）−鳴門市
ドイツ館（ベートーヴェン第九日本初演の地）−徳島・阿波おどり
会館 /
眉山ロープウェイ（阿波おどり実演と万葉集にも読まれた
眉山）−徳島（昼食）−徳島阿波踊り空港
羽田空港
モノレール
東京駅
新白河駅（20：02）・郡山駅（20：13）・福島駅（20：27）

ジェット船大漁

No.236 千葉

No.270 長崎

弁夕

伊豆三大花めぐり

・2019年12月15日 オ
ープンのホテルクラッドへご宿
泊、
併設する温泉施設
「木の花の
湯」
もご利用いただけます。
隣接
する御殿場プレミアム・アウト
レットでのショッピングもお楽
しみいただけます。

朝弁

・梅に椿に桜に！

すめ 花を愛でる伊豆満喫
おす ント 旅へご案内します。
ポイ

夕

朝昼

◆お泊り １日目 ホテルラヴィエ川良 ２日目 ホテルクラッド

菜の花の黄色い絨毯
”
いすみ鉄道”乗車 と
成田山新勝寺・濃溝の滝

お花の開花状況は︑その年の天候によりずれる場合があります︒予めご了承ください︒

3 日目 御殿場（8：20）−＜東名・伊豆縦貫道＞−河津桜まつり（見物）
−伊豆の国（昼食）−沼津（お買物）−＜新東名・圏央・東北道＞−白河（営）
−郡山駅前（20：05 頃）−福島駅前（21：20 頃）

52,400 54,600

朝昼 夕

注意

２日目 伊東（8：45）−伊東港〜〜 （ジェット船）〜〜大島島内観光
（波浮見晴台−大島公園・椿園 / 椿まつり−昼食−三原山頂口）〜〜
（ジェット船）〜〜伊東港−伊豆スカイライン−御殿場（泊 /16：45 頃）
※隣接施設「御殿場プレミアム・アウトレット」自由散策（ショッピングなど）

旅行代金
（3 〜４名 1 室） （2 名 1 室）
円
円
※４名１室の方、
２泊目は２室利用となります。

﹃熱海梅園梅まつり・
伊豆大島椿まつり・

27

弁夕

2/20

伊豆大島
椿まつり

﹃ホテルクラッド﹄
に泊る

熱海梅園

出発日
（木）
・ （木）
（各40名）
１日目 福島駅前（6：20）−郡山駅前（7：20）−白河（営）−＜東北・圏央・東名
道＞−箱根ラリック美術館（入場）−熱海梅園（見物）−伊東温泉（泊 /16：40頃）

乗降地限定

河津桜まつり﹄花々の競演！

2泊3日

2019年12月OPEN

No.234 静岡

昼

Ｂ：エコガイドと行く【白谷雲水峡＜苔むす森＞１日コース】

（所要時間：約 7 時間・昼食お弁当付） ●トレッキングコースになります
（歩行距離：約 5ｋｍ/ 歩行時間：約 3 時間 / 高低差約 350ｍ）
Ｃ：
【島内観光コース】観光バスで島内の名所を巡ります（所要時間：約 8 時間・昼食付）

朝

（歩行距離：約 22ｋｍ/ 歩行時間：約 9 時間 / 高低差約 700ｍ）

ル Ａ：縄文杉コース おひとり様13,500円（3月発は交通規 主な観光地（紀元杉・ヤクスギランド・大川の滝・千尋の滝・ガジュマル園など）
制の関係、シャトルバス代1,380円が別途必要となります）
ショナ
オプ ー料金 Ｂ：白谷雲水峡コース おひとり様 11,500 円
3 日目 ホテル‥‥徒歩 3 分‥‥屋久島環境文化村センター（入場）‥‥徒歩
ツア
Ｃ：島内観光コース おひとり様 7,600 円
4 分‥‥宮之浦港〜〜
（高速船）〜〜鹿児島港−＜九州道＞−鹿児島空港
※各コース、
ガイド料・昼食・送迎車または観光バス代・入場料・山岳協
羽田空港
浜松町
東京駅
新白河駅（20：02）
・郡山駅（20：13）
・福島駅（20：27）
力金が含まれております。※登山ガイドの目安、
お客様15名に１名同行

No.238 東京

■お泊り：1 日目 ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ
2 日目 プリシアリゾートヨロン
3 日目 2/15 ロワジールホテル那覇
3/17 ホテル JAL シティ那覇
■利用航空会社：スカイマーク ■利用バス会社：北部観光バス

弁夕

弁夕

２日目 ◆選べるオプショナルツアー（事前予約 / 別途料金）◆
Ａ：エコガイドと行く【憧れの縄文杉１日コース】
（所要時間：約 14 時間・
昼食お弁当付） ●本格的な登山コースになります

日本遺産国境の島

89,800 94,200
97,000 101,400
100,000 104,400

﹁壱岐﹂﹁対馬﹂と天ヶ瀬温泉

旅行代金
（オプショナル 1/27発
円
円
ツアー
円
円
料金別途） 2/21発
3/11発
円
円
１日目 福島駅（7：16）
・郡山駅（7：30）
・新白河駅（7：43）
東京駅
浜
松町
羽田空港
鹿児島空港−＜九州道＞−鹿児島港〜〜
（高速船）
〜〜安房港−屋久島（泊 /18：00頃 /２連泊）※高速船３月発は時刻変更になります

コース

縄文杉
（イメージ）

世界文化遺﹁
産宗像大社﹂参拝

2泊3日

1/27（月）・2/21
（金）
・3/11
（水）
（3 〜４名 1 室） （2 名 1 室）

朝昼 弁

朝

出発日（各30名 / 最少催行15 名）

白谷雲水峡
（イメージ）

◆利用バス会社：あづま交通観光バス
（予定）
屋久島道の駅観光
（予定）
◆利用航空会社：日本航空
◆お泊り シーサイドホテル屋久島
（２連泊）

コース

4 日目 ホテル−おきなわワールド
（スーパ−エイサー・玉泉洞）
−“秘密の絶景スポット” 知念岬公園−百名伽藍（昼食 / 海を眺め
ながらの和流会席）
−那覇空港
茨城空港−＜北関東・東北道＞
−白河 IC−郡山駅前（22：00 頃）・福島駅前（23：10 頃）

＜郡山会場＞12 月 4 日（水）10時 30分開始 郡山市民交流プラザ（ビッグアイ７階） 第2会議室
（木）10時 00分開始 コラッセふくしま 4 階 402会議室Ａ
※事前予約は必要ございませんのでお気軽にご参加ください。＜福島会場＞12 月 5 日

No.232 鹿児島

河津桜
（写真提供：静岡県観光協会）

2 日目 ホテル（8：40）−本部港 〜〜
フェリー
〜〜与論港−昼食−ユンヌ楽園（亜熱帯植物園）−
与論城跡（琉球王朝の歴史的史蹟）−与論島（泊 /15：
10 頃） 島唄を鑑賞しながらの夕食

3 日目 ホテル−美しい “絶景” のビーチ・アイギ浜−百合ヶ浜
（グラスボート遊覧船）
−赤崎鍾乳洞（自然の造形、地底の奇観）
−昼食−与論港 〜〜
フェリー 〜〜 本部港−那覇（泊 /18：
30 頃） ステーキ＆シーフードの夕食

朝昼夕

朝昼夕

朝 昼夕

４日目 ハウステンボス園内フリータイム（大チュー
リップ祭り開催中）ホテルフロント集合〜〜 （高速船）
〜〜長崎空港
羽田空港
浜松町
東京駅
新白
河駅（20：02）・郡山駅（20：13）・福島駅（20：27）

コース

１日目 福島駅前（5：10）−郡山駅前（6：20）−白河
那覇空港−＜沖
IC−＜東北・北関東＞−茨城空港
縄道＞−本部（泊 /16：40 頃）
ホテル到着後：沖縄美ら海水族館、
エメラルドビーチ、
備瀬のフク木並木 等自由行動

「ご夫婦の旅」旅行説明会のご案内

写真提供 ︵公社︶
鹿児島県観光連盟

選べるコースで
大自然の屋久島を体感！

神秘の島・世界遺産

﹃屋久島﹄満喫３日間

◆お泊り １日目 山鹿温泉 清流荘
２日目 ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート
３日目 ホテルヨーロッパ
◆利用航空会社：日本航空
◆利用バス会社：西鉄観光バス

弁夕

コース

２日目 山鹿（9：20）−山鹿・風情ある町並み見学（酒蔵・
煎餅屋など、地元案内人と一緒に散策）
−＜九州道＞−下百
町〜〜
水郷柳川川下り〜〜御花（昼食）−＜長崎道＞−
長崎平和公園−長崎市内（泊 /16：45 頃）

３日目 長崎（9：00）−長崎市内観光（眼鏡橋・大浦
天主堂・グラバー園・昼食・お買物）−＜長崎道＞−伊万里焼・
秘窯の里「大川内山」散策−＜西九州道＞−ハウステン
ボス（入場） ホテルヨーロッパ（泊 /16：05 頃）
★1300 万球
「光の王国」
イルミネーション

朝昼夕

ガーデンテラス夜景

１日目 福島駅（6：46）・郡山駅（7：04）・新白河駅（7：16）
東京駅
浜松町
羽田空港
福 岡 空 港−太 宰 府
天満宮（参拝）−＜九州道＞−山鹿・芝居小屋「八千代座」見学
−山鹿温泉（泊 /17：05 頃）

おすすめポイント

・大切な人とゆったり過ごす鹿児島県最南端
癒しの楽園リゾート ヨロン島へご案内。
・白い砂、サンゴ礁に囲まれた温暖な気候の
島の人気No.1は、砂だけの島「百合ヶ浜」。
透明度と爽快感は最高です！
・ヨロン島では、リゾート感あふれるコテージ
に宿泊。開放的な空間で快適なリゾートを
満喫ください。
・
「あなたと行きたい島がある」
「きみに見せ
たい海がある」お二人の思い出と感動を
プリシアリゾートヨロン お約束します。

弁夕

※65 歳以上の方はおひとり様 1,400 円引き
（ハウステンボス入場料分）
当日、
身分証明書提示必要

〜白い砂とサンゴ礁に囲まれた
東シナ海の真珠 与論島〜

ホテルオリオンモトブ

・３泊とも、
趣きあるお宿をご用意。
至福の一夜をご堪能ください。
・この時期のハウステンボスは、
イルミネーションとチューリップ
祭りを同時に開催しております。
園内にあるホテルヨーロッパに
宿泊だからこそ、
贅沢な空間を
お楽しみいただけます。

リゾート＆スパ

出発日
（22名 / ご夫婦11組様）
最少催行 14 名

円

与論（ヨロン）島と沖縄本島4日間

おすすめ
ポイント

①お部屋はご夫婦様で１室利用
②バス座席は︑お一人様２座席を利用
③お食事は各地の名物︑郷土料理をご用意
④観光マップをご用意
⑤旅の記念に記念写真をご夫婦様に１枚プレゼント

ホテルヨーロッパ

旅行代金（お二人様で）

行きたかった南国楽園リゾート！

与論島

ハイビスカス
︵イメージ︶

（夜はイルミネーション・昼はチューリップ祭）
ホテルヨーロッパで贅沢な一日を！
長崎1000万㌦の夜景

2/13（木）
3/15（日）
317
3
17,00
000
0

●特記：お出まし２回または
３回（11 時台）を予定してお
ります。
但し混雑が予想され
ます。
参賀後の行程や時間が
変更になる場合がございま
す。
予めご了承願います。

