No.254、
No.255 は、
11/18
（月）
10 時 00 分受付開始となります。
No.254 東京

東京宝塚劇場宙組公演

東京宝塚劇場雪組公演

席

ミュージカル

『ONCE UPON A TIME
IN AMERICA

宝塚ミュージカル・ロマン
『El Japón（エル ハポン）−イスパニアのサムライ−』
ショー・
トゥー・クール
『アクアヴィーテ（aquavitae）
！
！』〜生命の水〜

桝席

1/13（月・祝日） 限定

出発日
（40名）

旅行代金

C

19,800円

16,800円 小人不可

ⓒ宝塚歌劇団

No.258

女性限定 /人数限定企画 日帰り
318本の樹木と160個の池が織りなす
〜光と感動の藤城清治美術館・
那須ガーデンアウトレット〜

いちごの森
スカイベリー

席

2/10発

朝昼

No.264 新潟

No.221 宮城

日帰り

★スカイランタン会場（鉛温泉スキー場）ホテルから送迎車
スカイランタン打上げ（お二人で一個）体験！ 花火
利用。
や郷土芸能もお楽しみください。 ※雪不足や天候不良で

コース 白河（営）−郡山駅前（7：25）/ 福

No.215 宮城

白河（営）−郡山駅前（8：40）/ 福島駅前（9：10）
−＜東北道＞−キリンビール仙台工場（見学＆試飲）−＜三陸
道＞−松島（牡蠣食べ放題の昼食 / かき飯・かき汁付）
−
＜三陸道＞−仙台市民の台所「杜の市場」お買物−＜東北道＞
−福島駅前（17：05 頃）/ 郡山駅前（17：40 頃）−白河（営）

※キリンビール工場見学はメンテナンス等の事情により見学内容が
一部変更となる日もございます。
予めご了承願います。

in 塩釜・松島
特盛海鮮 20 種丼の昼食と
北海・宮城海産物
特盛海鮮
お宝玉手箱（お土産）付き
20 種丼
30

多少の変更が生じる場合もございます）

昼

：このツアーに限り１〜２割商品を
ご用意しております。
塩釜海鮮せんべい：名物、三陸たこせんべいを
はじめ、50種類の煎餅を販売。
また、特別抽選会を開催しております。
松島さかな市場 ：100㌔を超す大型天然めばちまぐろの
中トロを特売いたします。

2019

出発日（各42名）

福島〜二本松〜本宮乗車

12/7（土）・13（金）・15（日）・19（木）・21（土）旅行代金
8,800円
12/8
（日）
・14（土）
・18（水）
・20（金）
・22（日） 小人同額 メニュー（イメージ）
お土産海鮮セット
白河〜須賀川〜郡山乗車

・冬 の 松 島 の 味 覚
おすすめ
ポイント 「牡蠣」を満喫くだ
さ い。食 べ 放 題 は
40 分になります。
・お客様が鉄板で焼くスタイ
ルではなく、調理した焼き牡
蠣の食べ放題となります。

コース 白河（営）/ 福島駅前（8：10）−郡山駅前（8：50）−＜磐越
道＞−新潟ふるさと村（海鮮まつり / 選べる丼などの昼食・オリジ
ナルお土産付）−＜磐越道＞−新津鉄道資料館（200系新幹線や SL

の展示）−阿賀の里（エビの塩焼き＆ヤスダヨーグルト各１本付）
−＜磐越道＞−郡山駅前（17：40 頃）−福島駅前（18：55 頃）/ 白河（営）
※選べるお土産は事前にご希望の品を承ります。旅行申込時にお申し付け下さい。

・選べる昼食チケット
（300円券４枚）
付。
お好きな丼
やお寿司をお召上がりいただけます。
また、
お買物
にも利用できるチケットです。
新巻鮭
（約２kg）
か、
海鮮セット
（紅ズワイガニ・
・選べるお土産は、
アジの開きなどが入った）
、
いずれかお好きな物お持ち帰り。
おすすめ
ポイント

お土産新巻鮭１本

日帰り
No.213 栃木
イルミネーション部門全国ランキング
３年連続全国１位獲得

No.214 宮城

日帰り

あしかがフラワーパーク

和洋中ランチビュッフェ・
仙台泉プレミアム
アウトレット

『Flower Fantasy

〜光の花の庭2019 〜』と
デザートバイキング
デザート
バイキング

光の睡蓮

出発日（各42名）
福島〜二本松〜本宮乗車

フラワーキャッスル

郡山〜須賀川〜白河乗車

11/24（日）・30（土）
11/ 23（土）
12/ 8（日）・14（土）・18（水）・22（日）・28（土） 12/ 1（日）・15（日）・21（土）・29（日）
1/ 11（土）・13（月祝日）・19（日）・26（日）・2/1（土） 1/ 12（日）・18（土）・25（土）・2/2（日）
旅行代金

2019 SENDAI
光のページェントと

7,500円 小人400円引き

コース 福島駅前（11：50）/ 郡山駅前（12：10）
−白河（営）−＜東北道＞−いちごの里（デザートバイ
キング）−あしかがフラワーパーク（イルミネー
ション園内見学・約２時間）−＜東北道＞−白河
（営）
−郡山駅前（22：10 頃）/ 福島駅前（22：10 頃）

おすすめポイント

・あしかがフラワーパークイルミネーションは今年で
18回目の開催となり、2017年に日本三大イルミネー
ションに選ばれました。ランキングでは３年連続で全
国１位を受賞してます。テーマを３つに分けここでし
か見れないイルミネーションの演出をしています。
・いちごの里でのデザートバイキングもお楽しみに！

出発日（各42名）

仙台光のページェント

12/13（金）・14（土）・15（日）・
21（土）・22（日）・25（水）・27（金）

コース 須賀川（営）−郡山駅前（9：40）
−福島駅前（11：00）−＜東北道＞−作並
温泉（ランチバイキング）
−仙台泉プレ
ミアムアウトレット（ショッピング）−
SENDAI 光のページェント（約２時間の
自由見学）−＜東北道＞−福島駅前（20：50 頃）
−郡山駅前（22：10 頃）−須賀川（営）

旅行代金

7,900円 小人800円引き
おすすめポイント

昼

写真はイメージです︒

●各店舗、主なお買物情報（チラシ作成時の内容です。
松かま多賀城店

キリンビール
（イメージ）

新潟ふるさと村で
利用できる昼食・
お買物チケット付

ランチバイキング
︵イメージ︶

お宝玉手箱の中身

・松島産殻付き牡蠣６個
・三陸殻付き帆立２枚
（土）
・ （日）
・ （月）・宮城石巻産、金華さば開き１枚
・宮城産丸干し秋刀魚２尾 ・生わかめ300ｇ１袋
・青森八戸産いか開き２枚 ・北海紅鮭の切身２枚
円 小人同額
発泡箱に入れてお渡しいたします。

白河（営）−郡山駅前（7：
50）/ 福島駅前（9：30）
−＜東北道＞−
松かま多賀城店（笹かま手焼き体験
とお買物）−塩釜海鮮せんべい（工場
見学とお買物）
−松島さかな市場
（昼食と海産物のお買物）
−＜三陸
道＞−仙台市民の台所「杜の市場」
お買物−＜東北道＞−福島駅前（17：
10頃）/ 郡山駅前
（17：00頃）−白河
（営）

牡蠣食べ放題
（イメージ）

コース

年末買出しツアー

本宮〜二本松〜福島乗車
出発日
（各42名）白河〜須賀川〜郡山乗車

にいがた海鮮まつり

12/ 1（日）・7（土）・15（日）・22（日） 12/ 8（日）・13（金）・21（土）
（イメージ）
1/ 12（日）・18（土）・25（土） 1/ 11（土）・19（日）・26（日） 旅行代金 牡蠣飯と
牡蠣汁
7,900
円
2/ 2（日）・8（土）・15（土）・23（日） 2/1（土）・9（日）・16（日）・22（土） 小人同額

日帰り

ブースイメージ

選べる
「食とお土産」

好評につき出発日追加設定！
出発日（各42名）
本宮〜二本松〜福島乗車
白河〜須賀川〜郡山乗車

光のバラ園イメージ

愛隣館

日帰り

No.207 新潟

日帰り

昼

昼

島駅前（7：00）−＜磐越・北陸道＞−ストックバ
スターズ（キッチン用品や生活雑貨などの激
−＜北陸道＞−新潟ふる
安店でショッピング）
さと村（昼食 / 選べる丼＆鍋まつり開催・新潟
名産品や海産物のお買物）
−＜磐越道＞−福島
駅前（18：00 頃）/ 郡山駅前（17：20 頃）−白河（営）

おすすめ ・10 種のご当地丼（海鮮・
ステーキ・タレかつ・寿
ポイント
司など）や 5 種の鍋
（牡蠣
汁・カレー鍋など）の中からお好きな
物をお召上がりください。おひとり様
に昼食チケット（300 円券 4 枚）付。
・にいがた総踊りの演舞やガラポン
抽選会などイベントも盛りだくさん！

◆お泊り

昼

ストックバスターズ

3/22（日）・25（水）・28（土）
旅行代金 7,300 円 小人同額 ストックバスターズ店内

２日目 新鉛（9：30）−宮沢賢治
記念館（入場）−＜東北道＞−猊鼻渓
（昼食後、舟下り / こたつ舟乗船）
−＜東北道＞−福島駅前（17：50 頃）
−郡山駅前（19：00 頃）−須賀川
（営）

中止になる場合もございます
（参加費の払戻しはございません）

自慢の『丼＆鍋』大集合！
冬の味覚！松島
冬の味覚！松島
新潟ご当地丼＆ 「焼き牡蠣食べ放題」
・かき汁付）
と
鍋まつり2020と （かき飯
キリンビール仙台工場見学
ストックバスターズショッピング

3/21（土）・27（金）・29（日）

昼 夕

コース

朝昼

昼

コース

と

１日目 須賀川（営）−郡山駅前（6：40）−福島駅前（8：15）
−＜東北道＞−エーデルワイン大迫（工場見学と試飲）−花巻
（昼食）
−昭和の学校（見学）−新鉛温泉（泊 /15：20 頃）

雪景色の星空に願いを込めて！

59,700 60,800

スカイランタン

おすすめポイント

花巻の夜空に一斉にあがる冬限定のイベント。雪景色の星空にうかぶ
スカイランタンは美しく幻想的です。
思い思いの願いを込めたスカイラ
ンタンを打上げ、
大切な人と新鉛温泉で特別な時間をお過ごしください。

﹃はなまき星めぐりの夜﹄と

（2 名 1 室）

29,900円

新鉛”愛隣館“温泉三昧

1泊2日

冬景色の猊鼻渓舟下り
︵こたつ舟乗船︶
朝昼

No.263 岩手

26,600円 27,700円

２日目 札幌（8：30）−札幌場外市場（鮮魚など
お買物）−＜札樽道＞−小樽自由散策（運河散策・
北一硝子・スイーツ店など・昼食）−＜札樽・道央
道＞−新千歳空港
仙台空港−＜東北道＞−福島
駅前（18：00 頃）−郡山駅前（19：20 頃）−須賀川（営）

・天候の事情により打上げ中止や観
覧場所を変更させていただく場合
もございます。予めご了承願います。

※新白河駅の方は郡山駅で列車乗換予定
◆利用バス会社 北海道観光バス

出発日
（ 4〜5 名 1 室） （ 3 名 1 室）

１日目 須賀川（営）−郡山駅前（5：45）−福島駅前（7：20）−
＜東北道＞−仙台空港
新千歳空港−千歳（昼食）−
＜道央道＞−札幌市内（泊 /13：40頃） ※チェックインは
15 時から ★夕食フリー（各自） ★ホテル到着後、
さっぽろ雪まつり（大通会場＆すすきの会場）自由見学！

おすすめポイント

・冬の函館の澄んだ空に鮮やか
に弾ける連日2,000発、
函館湾
豊川埠頭沖打上げ！ 100万㌦
の夜景と合わせて観賞ください。

2/16（日）・24（月祝日）

2/ 4

53,900円 55,000円

太平洋フェリーお部屋（等級）変更のご案内
（片道追加料金/税込/事前予約制）
・エコノミーＳ（個室１ベット）お一人様1,500円
・１等個室（クロスツイン２名定員）お一人様4,100円

旅行代金（各40名）

・札幌の都心を東西に横切る大通公園において展開される、
約 1.5ｋｍ
旅行代金
の雪と氷のドラマ。
大雪像から市民雪像、
国際色豊かな雪像などバラ
（火）限定一本
（40 名）
（40名）
エティに富んだイベントが盛りだくさん！ライトアップは 22：00
出発日 （ 3 名 1 室）
（2 名 1 室）
まで。
氷を楽しむ幻想的な氷像はすすきの会場で開催されてます。
・宿泊のホテルは大通会場、すすきの会場へ徒歩 5 分圏内の場所にございます。
円
円

9,000

2/8（土）・10（月）2/8発 57,200円 58,300円

※ご希望に添えない場合もございます。予めご了承願います。

冬の猊鼻渓舟下り

おすすめポイント

1泊2日

旅行代金
（３〜４名１室）
（２名１室）

1日目の夕食はお好きなメニューをお選び下さい（事前予約制）
①和定食 ②牛タンシチュー ③牛タン焼き
2日目の夕食は付いておりません。
オプション（船内レストランでお召上がりいただけます）
バイキング料理 お一人様2,000円（税込/事前予約制）追加になります。
※１日目の夕食、２・３日目の朝食と２日目の昼食お弁当は旅行代金に
含まれております。
ニューきたかみ Ｂ寝台

すすきの会場（氷像イメージ）

29

花火 と夜景 のコラボ！

朝

（Ｂ寝台） ●利用バス会社：
■お泊り １日目 太平洋フェリー
（Ｂ寝台） 厚沢部観光バス
２日目 太平洋フェリー

はなまきスカイランタン

北海道新幹線 で行く

朝弁

ン

夕

さっぽろホワイトイルミネーショ

仙台港（10：00 着）−＜東北道＞−
３日目 〜〜〜
福島駅前（12：30 頃）−郡山駅前（13：50 頃）−白河（営）

食事のご案内

おすすめポイント

ジ）

昼夕

コース

２日目 〜〜〜 苫小牧港（11：00着）−＜道央道＞−札幌
大通り公園・さっぽろ雪まつり自由見学（約４時間）−
（太平洋フェリー
＜道央道＞−苫小牧港（19：00 発）〜〜〜
【新型客船ニューきたかみ乗船】〜
/Ｂ寝台利用 / 船泊）

藤城清治美術館

No.260 北海道

出発日（各40名）

２日目 湯の川（9：30）−トラピスチヌ修道院
−函館ベイエリア（赤レンガ倉庫群）散策と
お買物−函館朝市（昼食と鮮魚などお買物）
−
新函館北斗駅 （北海道新幹線） 仙台駅 福島
駅（18：09）
・郡山駅（18：29）
・新白河駅（19：17）

１日目 白河（営）−郡山駅前（14：50）−福島駅前（16：
−＜東北道＞−伊達の牛タン本舗（夕食）−仙台港
10）
（太平洋フェリー /Ｂ寝台利用
（19：40 発）〜〜〜
【新型客船ニューきたかみ乗船】〜〜〜
/ 船泊）

・第71回さっぽろ雪まつり
札幌市民と陸上自衛隊が総力をあげて作った
迫力ある大雪氷像の数々、雪の芸術をお楽
しみ下さい。会場は大通り公園１〜12丁目
・すすきの会場では幻想的な氷像（氷彫刻）
もご覧いただけます。

おすすめポイント

・女性の方々に贈る「美・食・感」のお洒落な旅をご案内。
・クールジャパンアワード 2019 受賞アートビオトープ
「水庭」
自然と調和した五感に響くアートな庭園見学と
ホテルランチはおすすめです。
・幸せを呼ぶ感動の劇場型光の美術館・藤城清治の
世界へご案内。

函館夜景

コース

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） 新函館北斗駅−大沼国定公園
（散策と昼食）
−昆布館（お買物）−五稜郭タワー−湯の川温泉
（泊 /15：40 頃） ★夕食後、函館山から 100 万㌦の夜景
と海上冬花火観賞（函館山へは往復ロープウェイ利用）

ニュー
きたかみ

さっぽろ雪まつり（雪像イメー

第６回

おすすめポイント

函館山から見る

函館海上
冬花火

函館海上冬花火

・澄んだ夜空に新進気鋭の花火師が
創造性の高い新作花火は感動的です。
・雪国ならではの知恵
「増田の内蔵」
と
大正浪漫漂う
「銀山温泉」
を散策。

２日目 横手−新庄ふるさと歴史セン
ター（新庄まつり山車展示）−大正浪漫漂う
銀山温泉散策−大石田そば街道（昼食）−
日本遺産 紅花資料館−寒河江チェリー
ランド（お買物）−＜山形・東北道＞−福島駅前

白河〜須賀川〜郡山乗車

コース

2020 と
湯の川温泉・
函館探訪

3/21

朝昼

第 回

”

さ�ぽろ雪まつり

すすきの会場徒歩圏内に宿泊！

港町 小樽 自由散策２日間
“
雪まつり大通会場・

71

出発日（各42名）
福島〜二本松〜本宮乗車

旅行代金

スカイベリー30分食べ放題）−藤城清治美術館（光と
影の感動の世界）
−那須ガーデンアウトレット
（12月・
1 月はウインターイルミネーション開催）−＜東北道＞
−郡山駅前（18：15 頃）−福島駅前（19：30 頃）

1泊2日

鍋＆丼まつり
（イメージ）

12/27（金）・28

コース 福島駅前（7：30）−郡山駅前（9：00）−＜東北
道＞−ボタニカルガーデン アートビオトーブ「水庭」
（見学ツアーとランチ）−いちごの森（いちご狩り / 高級

※出演者は変更となる場合がございます。
●軽食
（お弁当）
はお帰りのバス車内にて
お召上がりください。

◆利用航空会社 日本航空 ◆利用バス会社 エルム観光バス ◆お泊り サンルートニュー札幌

お宝玉手箱

12/21（土）・22（日）・1/25（土）・26（日） 旅行代金
2/ 22（土）・23（日）・3/28（土）・29（日） 15,000円

25,600 円 26,600 円 小人同額

円

No.262 北海道

アートビオトープ
『水庭』

出発日（40 名）
（土）限定
旅行代金
（2 名 1 室） （1 名 1 室）

旅行代金

・ディズニー女子限定。女性ドライバー、
女性添乗員がご一緒します。
・開園から閉園までたっぷり14 時間滞在。
・うれしい車内用スリッパ、
ブランケットをご用意。
・バス車内は、Free Wi-Fi・
全席携帯専用コンセント付で快適に！

出発日（各27名限定 / 最少催行20名）

No.261 北海道
2019 年 1 月デビュー！
太平洋フェリー新型客船「ニューきたかみ」
で行く

第71回さっぽろ
雪まつ
雪まつり
り３日間
2/4（火）・10（月） 32,000

おすすめポイント

栃木

（17：30 頃）

■お泊り：ルートイン横手インター

13,500円

小人（4 歳以上小学生以下）

3 日目 −白河 IC−郡山駅前（2：30 頃）−福島駅前（3：40 頃）

[ 出演 ] 前川 清・市川由紀乃
丘みどり・三山ひろし・福田こうへい
辰巳ゆうと・おかゆ

弁

昼夕

ん）
−観光ガイドがご案内する増田の町並みと
「内蔵」散策−ホテル（休憩・早目の夕食）大曲の
花火〜冬の章〜（観覧席付）
−横手（泊 /21：20 頃）

大曲 の花火

〜冬の章 〜
新作コレクション
2020

〜観光ガイドが
ご案内する

コース

１日目 須賀川（営）−郡山駅前（6：30）−福島駅前
（7：45）−＜東北・秋田道＞−湯沢（昼食 / 名物稲庭うど

14,500円

昼

白 河（営）−郡 山
駅前（7：30）/ 福島駅前（8：10）−
＜東 北 道＞−仙 台 サ ン プ ラ ザ
ホール（Ｓ席・11 時公演）−＜東
北道＞−福島駅前（15：50 頃）/
郡山駅前（16：20 頃）−白河（営）

コース

弁

増田の内蔵

﹁増田﹂の町並み・
内蔵散策〜

1泊2日 観覧席付

S

2/1（土）

中人

◆お申込みの際に、東京ディズニーランド又は
東京ディズニーシーのいずれかをご指定ください。

日帰り
軽食
令和にっぽん！ 弁当付

旅行代金

15,500円

１日目 福島駅前（23：30）−郡山駅前（24：40）−白河 IC −＜東北道 / 夜行＞−

No.257 宮城

席

博物館・すみだ北斎美術館・旧安田庭園 等）
・・・両国国技館
（大相撲一月場所観戦 / 桝席Ｃ席）
−＜東北道＞−白河 IC−郡山
駅前（22：30 頃）−福島駅前（23：30 頃）

出発日
（各35名 /最少催行25名）

旅行代金 大人

コース

２日目 −東京ディズニーリゾート（東京ディズニーランド又は
東京ディズニーシー開園から閉園まで滞在）
−＜東北道 / 夜行＞−

IC−＜東北道＞−東京ミッド
タウン日比谷散策・東京宝塚劇場雪組公演
（15：30 開演 /Ｓ席）
−＜東北道＞−白河 IC−
郡山駅前（22：30 頃）−福島駅前（23：30 頃）

コース 福島駅前（7：00）−郡山駅前（8：00）−白河 IC−
＜東北道＞−両国界隈自由散策（両国江戸 NOREN・江戸東京

大曲の花火〜冬の章〜

12/6（金）・20（金）・1/10（金）・24（金）・2/7（金）・21（金）・3/6（金）・20（金）

（8：40）
−白河

出発日 白河〜須賀川〜郡山乗車
（各45名）本宮〜二本松〜福島乗車

〜開園から閉園までたっぷり遊べるうれしいプラン〜

出発日
（各42名）

演歌の夢まつり
2020 仙台公演

〜両国国技館周辺
粋な両国
ぶらり散歩〜

東京ディズニーリゾート®ライナー

往復夜行日帰り

コース 福 島 駅 前（7：40）−郡 山 駅 前

大相撲観戦
一月場所

No.259 秋田

19,800円 小人同額

乗降地限定

1dayパスポート付

アートビオトープ水庭

人気沸騰！

旅行代金

夕食弁当付

日帰り

席

弁

乗降地限定

弁

No.256 東京

2/29（土）

出発日（各42名）

ⓒ宝塚歌劇団

コース 福島駅前（7：40）−郡山駅前（8：40）−白河
IC−＜東北道＞−東京ミッドタウン日比谷散策・東京
宝塚劇場宙組公演（15：30 開演 /Ｓ席）
−＜東北道＞−
白河 IC−郡山駅前（22：30 頃）−福島駅前（23：30 頃）

S

女性限定企画

No.119 千葉

（ワンス アポン ア タイム イン アメリカ）』

旅行代金

1/11（土）・2/15（土）19,800円 小人同額

出発日
（各42名）

夕食弁当付

乗降地限定 日帰り

No.255 東京

Photographer LESLIE KEE(SIGNO)

S

夕食弁当付

乗降地限定 日帰り

杜の都として知られる宮城県仙台市
が、
光の都へと姿を変える、
冬の風物
詩
「SENDAI光のページェント」
。
今年で34回目を迎える人気のイル
ミネーションで、定禅寺通のケヤキ
160本に約60万球ものイルミが施
され、
通りをあたたかく彩ります。

