富士山世界遺産センター
ＪＲ日立駅

出発日（各40名）

旅行代金（4 名 1 室）

（3 名 1 室）

1/26（日）・2/7（金）
）
・
2/22（土）・3/2（月）

出発日
（各40名）

（2 名 1 室）

2/14（金）・24（月・祝日）19,800円 20,800円 22,800円
2
昼夕

コース 2/22発

1 日目 福島駅前（6：30）−郡山駅前（7：40）−白河 IC−＜東北・東名道＞
−伊豆フルーツパーク（昼食）−〔 1 月・2 月願成就院
（運慶作五軀の仏像群）
/2 月・3 月函南・かんなみの桜まつり〕
−伊豆の小京都修善寺散策（竹林の
小径・修禅寺参拝）−堂ヶ島温泉（泊 /17：10 頃）
２日目 ホテル（8：20）−土肥港 〜〜
駿河湾フェリー（富士山眺望）
〜〜清水港−
【世界遺産】三保の松原・
「みほしるべ」
（3 月 OPEN）
−日本平
/ 日本平夢テラス・昼食−静岡県富士山世界遺産センター−＜東名・東北道＞
−白河 IC−郡山駅前（19：45 頃）−福島駅前（21：00 頃）

■お泊り：大洗ホテル

昼

もらって嬉しい味覚たっぷり
満足度120％の福袋をプレゼント！！

日帰り
269 栃木
佐 野プレミアム
アウトレット
スプリングス
No.

E-mail kokunai@fkk21.com

添乗員・
ウォークリーダー同行

限定一本
第４回
「神奈川宿〜保土ヶ谷宿」12 月14 日（土）

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

… インターネット予約可能コース

出発日

を歩く１泊２日

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。

30,000円

お問合せは、お近くの支店

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

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％

旅行代金の
100％

024（531）8953

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

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） 郡山支社 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。

42,000 円

●お客様無料駐車場（予約制）

知 っ 得 サービスのご案内

南下する場合／磐越道利用の場合

旅行代金

◆詳しくは専用チラシをご覧ください。

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。

写真はイメージです︒

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。

機

（第 2 期生）

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

5日目 朝 ：成田空港着 到着後：貸切バス又は新幹線で福島へ

東海道五十三次街道めぐ
次街道めぐり 健康と歴史探訪ウォーク

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。

国 内
（おひとり様）
の場合

絶賛募集中

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

4日目 終日：
【世界遺産】
ハロン湾クルーズ 大小 1,000 の奇岩が立ち
並ぶ幻想的な風景を船上よりお楽しみください。
夕食後、
ハノイ空港へ 深夜：ハノイ空港

みちのりグループ 5 社（福島交通観光・みちのりトラベル東北・会津トラベルサービス・関東ツアーサービス・茨城交通）・新常磐交通観光 共同企画

●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！

3日目 終日：
【世界遺産】
チャンアン観光 陸のハロン湾と呼ばれる風光
明媚な景勝地。
小舟で川下りをお楽しみいただきます。
夕食：ベトナム風フレンチ料理をお楽しみください。
（ハノイ 泊）

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︒

●カインドシェリーポイントカード

■利用ホテル ハノイホテル又は同等クラス
■利用航空会社 ベトナム航空（エコノミークラス）
■その他費用 渡航手続書類作成料 4,400 円・
空港税（成田・ベトナム）5,570 円・
燃油サーチャージ 5,600 円・
航空保安保険料 940 円・
国際観光旅客税 1,000 円
■一人部屋追加料金 20,000 円（3 泊分）

注意

おすすめポイント

★佐野プレミアムアウトレット
・期間限定春のスペシャルバーゲン開催
・佐野ゆるキャラ｛さのまる｝
オリジナルボールペンプレゼント
・割引クーポンシートプレゼント
★あしかがフラワーパーク
・ミニソフトクリーム引換券プレゼント
・オリジナルクリアファイルプレゼント
★いちごの里
・いちごの里特製「生どら焼き」プレゼント

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
バス座席 さい。ただし、ご高齢（80才以上）の方や障害をお持
について 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。

旅行企画・実施

2日目 午前：ハノイ市内観光
（ホーチミン廟・一柱寺・ホアンキエム湖・
旧市内などの観光とオープントップバス乗車体験）
午後：
【世界遺産】
タンロン遺跡観光
夕食後、
伝統芸能
「水上人形劇」
観賞（ハノイ 泊）

朝昼夕 朝昼夕

IC−＜東北・東関東道＞−
あしかがフラワーパーク（春の花まつり
/ 約 2 万球のチューリップ）
−佐野プレ
ミアムアウトレット（スプリングスペ
シャルバーゲン / 昼食自由食）−いちごの里
（高 級 い ち ご ス カ イ ベ リ ー 食 べ 放 題
30 分）−＜東北道＞−白河 IC−郡山駅前
（18：20 頃）
−福島駅前（19：20 頃）

162,000 円

8,300円 小人 300 円引

1日目 早朝：福島−高速バス又は貸切バスで成田空港へ
午前：成田空港
ハノイ空港（午後） 到着後：専用車でホテル
夕食：レストランでベトナム料理をお楽しみください。
（ハノイ 泊）

朝昼 夕

（8：10）
−白河

コース

旅行代金（福島発着）
お一人様
（2 名 1 室）

ス
オープントップバ

コース 福島駅前（7：00）−郡山駅前

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。

チャンアンクルーズ

4泊5日

3/7（土）

春の花まつりと
高級いちご
スカイベリー食べ放題
旅行代金

おすすめポイント

機夕

3/6（金）・7（土）・8（日）・
12（木）・14（土）・15（日）

コース 須賀川（営）−郡山駅前（8：30）−福島駅前（9：
40）
−＜東北中央道＞−上杉神社（自由参拝）−よねおりかん
（ロープ
こうセンター（米沢牛鍋膳の昼食）
−蔵王温泉
ウェイ）
山頂駅（樹氷見学）
蔵王温泉− ＜東北
中央道＞ −福島駅前
（18：00 頃）
−郡山駅前（19：20 頃）

出発日
（各20 名 / 最少催行10 名）

いちご狩り

出発日
（各42名）

日帰り

御膳

2/1（土）・2（日）・11（火祝日）旅行代金 小人
15（土）・16（日）・22（土） 9,200円 1,500 円引き

ハロン湾

春の花まつり
︵あしかがフラワーパーク︶

（スカイベリー）
あしかが
フラワーパーク

米沢牛鍋

・初詣の人気スポット明治
神宮。三が日には約300
万人が訪れます。
・浅草寺の賑わいと250ｍ
の参道に飾られる大きな
正月飾りは必見です！

（ハノイ・ハロン湾・
ベトナム チャンアン・タンロン）
5日間
2/15（土）
No.840

乗降地限定

」
ペシャル
バ ー ゲン

「

No.268 山形

昼

福島駅前・郡山駅前・白河（営）
（6：00 〜 8：00 の間の出発）
−
（17：30 〜19：30 の間の到着）
とある観光地−福島駅前・郡山駅前・白河（営）

コース

福島駅前（6：00）−郡山駅前（7：
IC−＜東 北・首 都 高＞−スカイレス
トラン椿山荘（昼食）−明治神宮参拝（初詣の
人気スポット）−浅草寺参拝と正月飾りが楽
しい仲見世通り−＜首都高・東北道＞−白河 IC
−郡山駅前（20：20 頃）−福島駅前（21：20 頃）

コース

出発日
（各42名）

昼

旅行代金
1/11（土）・12（日）・13（月祝日）・ （いい
年 令 和）
18（土）・19（日）・25（土）・26（日） 11,400円
2/ 1（土）・2（日）・8（土）・9（日）
小人同額

出発日
（各42名）

1/4（土）・7（火）12,600円 小人同額おすすめポイント

出発日
（各40名）

雪原を埋め尽くす

福袋ミステリー

旅行代金

新春の賑わい
仲見世通り

蔵王樹氷 見学 と

あけてビックリ！

東京 2 大初詣
明治神宮・
浅草寺参拝と

米沢牛鍋膳 の昼
昼食

2020年新春企画

【初詣企画】
素敵な新年のスタート

蔵王ロープウェイ樹氷

福袋

① 令和元年度「日本遺産認定」の神社へ初詣。家内安全・金運・商売繁盛！
②「日本遺産」みちのくGOLD 浪漫
−黄金の国ジパング、産金はじまりの地をたどる −
③農産セット ブランド米「金のいぶき」
（450ｇ）と
野菜（ホウレンソウ、小松菜、
ミニ白菜他）4 〜 5 品
④新春「おぼろ汁」振舞い
（滑らかな食感の「おぼろ豆腐」を使った郷土料理）
⑤ＴＶでも話題の獲れたてを缶詰に！
缶詰工場見学と直売所ならではの自慢の逸品を！
⑥鯨加工品セット（鯨赤肉ブロック、竜田揚げ、
ベーコン他 5 種類程）
⑦ボリューム満点冷凍殻付蒸し牡蠣（レンジで簡単蒸し牡蠣 650g/5 〜８粒入）
⑧すり身職人が丹精込めて練り上げた、
昔ながらの美味しさと本物の味わいをお買物
⑨スケトウダラの卵巣を塩漬けにした「たらこ明太子」お持ち帰り
⑩海が見える公園と地元市場ハマテラスを散策

乗降地限定 日帰り

10）−白河

（6：00
コース 福島駅前・郡山駅前・白河（営）
〜 8：20の間の出発）
−とある観光地−福島駅前・
郡山駅前・白河（営）
（17：30 〜19：30 の間の到着）

？ヒント？

日帰り

福島交通観光
プレゼンツ！

旅行代金

11/24（日）
・30
（土）
円
12/6（金）・8（日）・15（日）・21（土）9,800
小人同額

ー

■お泊り：堂ヶ島温泉ホテル

No.267 東京

昼

白河〜須賀川〜郡山乗車

おすすめポイント
・1/26、2/7は願成就院（五軀の仏像群）
2/22、3/2はかんなみの桜まつりへ
ご案内します。
・駿河湾フェリー・日本平夢テラス・
富士山世界遺産センターからの
富士山の絶景 は感激！

昼

11/23（土）
・29
（金）
12/1（日）・7（土）・14（土）・22（日）

駿河湾フェリーと絶景の富士山

仲見世通り正月飾り

福島〜二本松〜本宮乗車

■年末ジャンボ宝くじは各自でのご購入となり、
旅行代金には含まれておりません。

No.110220 本宮〜二本松〜福島乗車
No.111220 白河〜須賀川〜郡山乗車

（選べる昼食膳・お持ち帰り
出発日
（各42名）
お土産付き）

︵試飲は３種類ございます︒
未成年者︑
車を運転さ
れる方にはソフトドリンクを用意しております︶

小人同額

コース

福島駅前（6：10）−郡山駅前（7：10）−白河（営）−
＜東北道＞−金運アップ・安住神社
（黄金の狛犬）
−宝積寺駅 ＪＲ烏山線（通称「七福神」路線
/ 開運電車） 大金駅−＜東北道＞−お菓子の
城（昼食）−那須神社（参拝・那須与一『一矢
必中』）−幸 運の宝くじ売り場・ベイシア
大田原店（予定）宝くじ購入−＜東北道＞−白河
（営）−郡山駅前（17：00 頃）−福島駅前（18：20 頃）

牛しゃぶ
御膳

おすすめポイント

・黄金の狛犬と一矢必中の神社２社
（パワースポット）をお参り
・開運（七福神）電車にも乗車
以上を巡り金運・幸運アップしたところ
で宝くじを購入していただきます。
・帰りのバス車内で運試しの抽選会を行い
ます（２名様に宝くじ進呈）
【一粒万倍は万倍にも実る縁起の良い日】
【寅の日は「虎は千里を往って千里を帰る」
事から金運招来日】

膳
お刺身盛り

金運パワースポット巡り

出発日（各42名）

ラッキーセブン
12/2（月）
【一粒万倍】
・3（火）
【一粒万倍＋大安】
12/7（土）
【寅の日】
・16（月）
【一粒万倍】
旅行代金 7,770 円

① 酒造工場見学と試飲をお楽しみください

年末ジャンボ宝くじ購入！！とと お歳暮ミステリー
開運電車「栃木ローカル線（宝積寺駅→大金駅）」乗車体験・

選べる昼食は事前予約制
︵旅行申込時にご希望をお申し付け下さい︶

福島交通観光プレゼンツ！

② 選べる昼食 Ａ 牛しゃぶと郷土料理膳
Ｂ お刺身盛りと郷土料理膳

？ヒント？

日帰り

③ 国指定重要文化財で︑
大正時代に建てられたルネサンス様式の
レンガ造りの旧県庁と議事堂を自由見学
④ ご当地特産品のお買物もお楽しみ下さい︒
⑤ 郷土色豊かなお土産︑
お持ち帰り︵おひとり様分︶
・郷土の味︑
みそ餅
︵10枚入︶ １袋
・美味しい︑
おそば
︵約250ｇ︶ １袋
・地元ブランド米
︵２合︶ １袋
・地元名産のひとつ﹁くるま麩 ﹂︵２本入︶１袋
・味付こんにゃく
︵約250ｇ︶ １袋
・季節の果物︑
りんご
︵３個入︶ １袋

No.208

日帰り

乗降地限定

（2 名 1 室）

朝昼

このツアーは、
「いばらきの
魅力発信事業」
のモニターツ
アーとなります。
ご参加時に
アンケートにご協力いただ
きます。
茨城県の魅力をたっぷり盛
り込んだツアーとなります。
茨城県のインスタ映えする、
今話題のスポットへご案内。

（3 名 1 室）

27,000 円 29,000 円 31,000 円
30,000 円 32,000 円 34,000 円
昼夕

朝昼

２日目 大洗磯前神社 / 神磯の鳥居（絶景のパワースポット）自由参拝
ホテル（9：30）−かねふくめんたいパーク（明太子のテーマパーク）
−ほしいもとジェラードの店・大丸屋
−ほしいもとジェラードの店・大丸屋−那珂湊市場（デカネタ
寿司の昼食と海産物のお買物 −日立駅直結の絶景・天空カフェ
寿司の昼食と海産物のお買物）
「シーバーズカフェ」（ティータイム）−＜常磐・磐越道＞−郡山駅前
（16：40 頃）−福島駅前（18：00 頃）・白河（営）
（18：00 頃）

令和元年
クライマックスイベント

旅行代金 （4 名 1 室）

1/26・2/7
3/2発

おすすめポイント

福島駅前（6：30）−郡山駅前（7：50）−白河 IC−＜東北・北関東道＞
−笠間稲荷神社（日本三大稲荷で開運祈願！）−水戸（昼食）−水戸
−笠間稲荷神社
偕楽園（早春の梅の香り漂う日本三名園 −アクアワールド茨城県
偕楽園（早春の梅の香り漂う日本三名園）
大洗水族館
（迫力満点の大水槽と感激のショー
（迫力満点の大水槽と感激のショー）
−大洗（泊/16：50頃）

No.226 栃木

かんなみ桜まつり

日本平夢テラス

”
早春 の 伊豆の小京都 修善寺 散策と
“
”
絶景 の富士山 駿 河 湾 フェリ
“

乗降地限定 1泊2日

天空カフェ

インスタ映えする
今話題のスポットへ！

神磯の鳥居・天空カフェ・市場寿司 〜

〜アクアワールド茨城県大洗水族館・

茨城モニターツアー

No.266 静岡

︹1月・2月願成就院 / 国宝五軀の仏像群
2月・3月かんなみの桜まつり︺

神磯の鳥居
（天空の鳥居）

願成就院
︵国宝・毘沙門天立像︶

1泊2日

アクアワールド茨城県大洗水族館

茨 城 の魅 力
た�ぷ り 満 喫 ツア�

No.265 茨城

