No.297 山形・宮城

のりグループプレゼンツ
！
みち

1泊2日

福島交通グループプレゼンツ！ No.970 群馬
1泊2日
第42回春の謝恩祭

老舗旅館『日本の宿』

春の訪れ

古窯に泊まる

出発日（40名）

あしかがフラワーパークと
ググっとぐんま
ま磯部温泉
磯部温泉

春の花々
（フラワー長井線・
みちのく湖畔公園）めぐり
極上マグロ食べ比べと
牡蠣づくし膳の昼食
限定一本 旅行代金

4/ 19（日）

（４〜５名１室） （3 名 1 室）

24,800円 27,000円 29,200円
古窯
展望露天風呂

・ゲレンデに色づく約55万株の水仙が春の風情を彩ります。

梅ヶ枝清水
「お姫様膳」

昼

白河〜須賀川〜郡山乗車

4/19（日）・22（水）・25（土）

7,000円

小人同額

・150万本の色とりどりのチューリップが

おすすめ 皆様をお待ちしております。
ポイント ・菜の花畑を見ながら野鳥のさえずりを聞

いていると別世界にいる錯覚になります。

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

… インターネット予約可能コース

30,000円

… 添乗員同行

出発日（20名 /
最少催行13 名）

5/22（金）・24（日）

２日目 椎崎（6：30）−ドンデン山荘・・・アオネバ十字路・・・石花
越分岐点・・・天狗の休場・・・金北山（1,172m）
・・・白雲台−
椎崎温泉（入浴）−両津港〜〜〜 （佐渡汽船・２等）〜〜〜新潟
港−＜磐越道＞−郡山駅前（21：45 頃）−白河（営）/ 福島駅前（22：20 頃）

41,700円

旅行代金
男女別の相部屋

小人不可

■体力難易度 ★★（中級）
■登山ガイド 同行します
（お客様 15 名に対し 1 名同行）
■歩 程 ２日目：約 6 時間
■標高差 ２日目：+282m -327m
♦お泊り 佐渡グリーンホテルきらく

【作並温泉 La 楽リゾートホテルグリーングリーン】

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。

お問合せは、お近くの支店

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。
◆ 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。）

◆詳しくは専用チラシを
ご覧ください。

●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。

1泊2日 花の百名山

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 2020 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。

写真はイメージです︒

E-mail kokunai@fkk21.com

・福島駅前（8：00）−＜磐越道＞
コース 郡山駅前（8：30）
−如法寺（鳥追観音）
−アスパラ狩り体験（１kg･約 30 本）
−山都そばの昼食−恵隆寺（立木観音）
−弘安寺（中田観音）
−道の駅あいづ湯川・会津坂下（お買物）−＜磐越道＞−郡山
駅前（16：30 頃）・福島駅前（17：10 頃）

花の楽園
花の
『佐渡ドンデン山〜
金北山（1,172m）』大佐渡縦走

南下する場合／磐越道利用の場合

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

健康長寿、
安楽往生
・心の安らぎ、
「会津ころり三観音」をめぐります。

No.601 新潟

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。

旅行代金

8,600円 小人同額

１日目 福島駅前（7：10）/ 白河（営）−郡山駅前（8：00）−＜磐越
道＞−新潟港〜〜〜 （佐渡汽船・２等 / 船内でお弁当の昼食）
〜〜〜両津港−トキの森公園−尾畑酒造（酒蔵見学）
−両津
地区・椎崎温泉（泊 /17：30 頃）

高速バスとホテルや入場券、
現地交通機関がセットになった、
２名様から受付可能な
お得なプランです。 お申込み後の手配となります。
予めご了承ください。

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

おすすめポイント

白河〜須賀川〜郡山乗車

5/7（木）・10（日）・13（水）・・毎年大好評の東北一のアスパ
ラの産地・喜多方で旬のアス
16（土）・19（火）・24（日）・ パラ狩りを体験。風味も甘さ
も絶品のアスパラ。一度たべ
27（水）・30（土）
たら病みつきです！

高速バスプラン

●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！

5/6（水）・9（土）・14（木）・
17（日）・20（水）・23（土）・
26（火）・31（日）

好評
【スパリゾートハワイアンズ】２日間の入場券付
中！
売
【南三陸ホテル観洋】
【志戸平温泉 ホテル志戸平】
【女川温泉 華夕美】
発
令和 2 年 1 月 6 日（月）〜 3 月 31日（火）

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
。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。

●カインドシェリーポイントカード

日帰り

出発日（各42名）
福島〜二本松〜本宮乗車

朝弁

２日目 湯の花（7：40）−宮城野支所前・・・明神ヶ岳（1,169m）
・・・火打石岳・・・
矢倉沢峠・・・金時登山口−＜東名道・入浴休憩 / 圏央・東北道＞−白河（営）−郡山駅前
（20：45 頃）−福島駅前（22：10 頃）

No.303

コース

44,800円 小人不可

１日目 福島駅前（6：30）−郡山駅前（7：50）−白河（営）−＜東北・圏央・小田原厚木道＞
−箱根園駅
（箱根駒ヶ岳ロープウェイ）
頂上駅・・・駒ヶ岳（1,356m）
・・・
頂上駅
（箱根駒ヶ岳ロープウェイ）
箱根園駅−箱根湯の花温泉（泊 /16：10 頃）

アスパラ狩り

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︒

5/12

縦走コース

・昼食は、牛ほほ肉をとろけるほど
柔らかく煮込んだ和風仕立てのあっ
たかビーフシチューをメインに食感
と彩りが楽しいランチコースです。

福島

弁夕

コース

旅行代金
男女別の相部屋

弁夕 朝弁

■体力難易度 ★★（中級）
■登山ガイド 同行します
（お客様 15 名に対し 1 名同行）
■歩 程 １日目：約 1 時間 ２日目：約 6 時間
■標高差 １日目：+29m -29m
２日
２日目：+719m -519m
♦お泊り 箱根湯の花プリンスホテル

限定
（火）一本

コース 福島駅前（7：40）−
郡山駅前（8：40）−須賀川（営）−
須賀川 IC−＜東北道＞−JUN 中
島物流センター（ショッピング）
−ホテルエピナール那須
（とろ
けるビーフシチューの昼食）
−
那須ガーデンアウトレット
（シ ョ ッ ピ ン グ）
−＜東 北 道＞−須
賀川 IC−須賀川（営）−郡山駅前
（17：40 頃）−福島駅前
（18：40 頃）

おすすめポイント

・通常は小売していない物流センターで、
半年に1度開催の在庫最終処分市！
レディースファッションを中心にＢ級
品含む全品70 〜 90％ OFF。コート、
ニット、
スーツ、
ブラウス、
スカート、
パン
ツ、バッグ、帽子、靴、ベルト、スカーフ等
の小物、オールシーズンのアイテムを販
売。
取扱ブランドはお問合せください。
ク
レジットカードもご利用いただけます。

注意

箱根駒ヶ岳（1,356m）トレッキングと
明神ヶ岳（1,169m）〜火打石岳（988m）

7,700円

昼

絶えず雪化粧の富士山眺望を楽しむ

1泊2日

出発日（20名 /最少催行13名）

お申込金

小人同額

・高山植物、東国三つ葉つつじとあずま石楠花を滝と合わ
おすすめ せて観賞いただきます。歩きやすい靴でご参加ください。
ポイント ・中禅寺湖クルーズやフルーツバイキング、日光ゆばの
昼食もお楽しみください。

ドンデン山

乗降地限定

9,000円

コース 福島駅前（6：30）/ 郡山駅前（6：40）−＜東北・日光道＞−いろは坂−菖蒲ヶ浜〜
〜〜 （中禅寺湖クルーズと２つの大使館見学）〜〜〜船の駅−中禅寺湖畔（昼食とフ
ルーツバイキング）
−湯滝（あずま石楠花）
−龍頭の滝（東国三つ葉つつじ）
−＜日光道＞−
日光ろばた漬け（お買物）−＜東北道＞−郡山駅前（18：55 頃）/ 福島駅前（18：45 頃）

昼

山︶
︵山頂から望む富士
箱根駒ヶ岳

No.600 神奈川

郡山〜須賀川〜白河乗車

5/17（日）・21（木）・23（土）・26（火）

旅行代金

昼

福島駅前（8：40）/ 郡山駅前（9：20）−＜磐越道＞−阿賀の里（海鮮十
柿の種すくい取り −五泉（チューリップ畑）
種丼の昼食 / 柿の種すくい取り）
−ビュー福島潟（古民
家と菜の花の風景）
−＜磐越道＞−郡山駅前（17：40 頃）/ 福島駅前（18：20 頃）

コース

イタリア大使館別荘記念公園

5/16（土）・19（火）・24（日）・27（水）

2/13（木）・14（金）・15（土）・16（日）

旅行代金 小人同額

大好評！東北一の

4/18（土）・21（火）・24（金）・26（日）旅行代金

阿賀の里
海鮮10 種丼

出発日（各42名）
福島〜二本松〜本宮乗車

出発日
（各42名）
福島〜郡山〜須賀川乗車

喜多方アスパラ狩り と

五泉チューリップ

ノスタルジック旧英国・
イタリア大使館見学と
中禅寺湖クルーズ

出発日（各42名）
福島〜二本松〜本宮乗車

No.302

日帰り

仏都会津ころり三観音

にいがた花 の競演
﹃チューリップ﹄
と
﹃菜の花﹄春紀行

日帰り

日帰り

栃木

春 の奥日光
﹃東国三つ葉つつじ ＆
あずま石楠花観賞﹄

コース 須賀川（営）−郡山駅前（6：40）−福島駅前（8：
00）
−＜東北中央道＞−道の駅米沢−白川ダム湖畔公園（幻想
（昼食）
−日本一東
的な水没林の絶景）
−古民家「梅ヶ枝清水」
根の大ケヤキ−壽屋寿香蔵（こだわりの漬物）
−文四郎麩
（江戸時代からの伝統の麩）
−＜東北中央道＞−福島駅前（17：
00 頃）
−郡山駅前（18：20 頃）−須賀川（営）

英国大使館別荘記念公園２階広縁

No.301 新潟

の場合

おすすめポイント
・4月中旬から５月上旬の1
ヶ月の光景・水没林はまさ
に幻想的な絶景です。
・「梅ヶ枝清水」では人気の郷
土料理・お姫様膳を蔵屋敷
で、名物店主・横尾千代乃
さんのお話も楽しみに！

No.300 福島・栃木 乗降地限定

昼

残雪量が少なくご覧いただけないケースもございます）

水の公園福島潟
（花の競演）

内

4/25（土）・26（日）・29（水）・5/9（土）・10（日）

昼

白川ダム

すいせん祭り

4/25（土）・26（日）・
29（水）
5/2（土）・3（日）
旅行代金
7,600円 小人同額

郡山駅前（7：40）−福島駅前（9：00）−＜東北道＞−蔵王エコーライン（雪の
回廊 / 車窓より）
−蔵王お釜（山頂レストランで昼食）
−えぼしリゾート 【展望
ロープウェイ乗車 / スイセン祭り（眼下に広がる 55 万株のスイセン）
】
−蔵王酪農
センター
（乳製品などお買物）
−＜東北道＞−福島駅前（17：00 頃）−郡山駅前（18：20 頃）

小人同額

出発日
（各42名）

※3月OPEN 予定となります。
オープン前については、
国指定大名庭園「楽山園」
へのご案内となります。
■お泊り：舌切雀のお宿 磯部ガーデン

ビーフシチューのランチ

出発日（各42名）

昼夕 朝昼

7,600円

群馬県ふっこう割
この商品については、
群馬県ふっこう割の
支援により5,000円支援を受けています。

第 2 弾！
Ｗショッピングライナー

日帰り

旅行代金

絶対おトク！
きれいめファッションから
カジュアルファッションまで

すいせん球根、
全員にプレゼント
蔵王酪農
センターでは
チーズドリンク
サービス

﹁物流センター 半年に1度の最終処分市﹂＆

ちょっぴりプレゼント

コース

国

白川湖ダム水没林

No.299 山形

おすすめ ・蔵王エコーラインでは道路両脇の雪壁を眺めながらの壮観な
ポイント 雪の回廊のドライブをお楽しみいただけます（暖冬の影響で

旅行企画・実施

２日目 ホテル（8：30）−洞窟観音めぐり・徳明園−群馬まいたけセンター−伊香保のいちご
狩り−水沢（名物水澤うどんの昼食）
−あしかがフラワーパーク（季節の花々）−＜北関東・東北道＞
−白河 IC−郡山駅前（18：20 頃）・福島駅前（21：40 頃）

〜とろけるビーフシチューのホテルランチ〜

日帰り

No.298 宮城

（2 名 1 室）

﹁那須ガーデンアウトレット﹂

蔵王 雪の回廊

（3 名 1 室）

22,600 24,800円 27,000円
28,400 30,600円 32,800円

コース

期間限定 一度は見たい！
幻想的な水没林の絶景・
〜山形東根 の味 とパワースポット
古民家
﹁梅ヶ枝清水︵めがすず﹂
︶の麩料理御膳〜

55

春 の宮城蔵王

東北最大級 種類︑ 万株のスイセン畑﹄

宮城の食材を盛り込んだ
︵豚しゃぶしゃぶ風鍋・炊込飯など︶
昼食付

30

﹃蔵王エコーライン
”
雪の回廊“ドライブと

■お泊り 日本の宿 古窯

（4 名 1 室）
出発日
旅行代金
3/1〜 6・8〜13出発
円
3/7・14 出発
円

1 日目 福島駅前（7：00）・郡山駅前（7：10）−白河 IC−＜東北・北関東道＞−渋沢栄一記念館・
旧渋沢邸「中の家」−上里カンターレ（イタリアンバイキングの昼食）−世界遺産センター（※）
−こんにゃくパーク
（工場見学とこんにゃくバイキング・お買物）−磯部温泉（泊 /16：10 頃）

みちのりグループとは、
岩手県北バス・福島交通・
会津乗合自動車・関東自動車・
茨城交通・日立電鉄交通等が
参画する公共交通事業者グル
ープです。

朝昼

２日目 上山（9：00）−＜山形道＞−みちのく湖畔公園
（季節の花々観賞）
−＜山形・
東北・三陸道＞−松島（極上マグロ食べ比べと牡蠣づくし膳の昼食・お買物）
−
塩釜海鮮せんべい（工場見学とお買物）
−松かま多賀城（笹かま焼き体験とお買
物）
−＜三陸・東北道＞−福島駅前（17：00 頃）−郡山駅前（18：30 頃）−須賀川（営）

昼夕

１日目 須賀（営）−郡山駅前（7：30）−福島駅前（9：00）−＜東北中央道＞−道の
駅よねざわ（休憩）−白川ダム湖水没林−長井市内（昼食）−道の駅川のみなと長
−時庭駅＋
＋
＋
＋
（フラワー
井（お買物）・長井市最上川千本桜（案内人付き散策）
長井線乗車 / 方言ガイド案内）
＋＋＋＋鮎貝駅−南陽−上山温泉（泊 /16：30 頃）

狩り
伊香保いちご

3/ 1（日）・2（月）・3（火）・4（水）・5（木）・
6（金）・7（土）・8（日）・9（月）・10（火）・
11（水）・12（木）・13（金）・14（土）

おちゅんちゃん

コース

・岩手、
福島、
茨城、
栃木の方々が
一堂に会しての夕食会。
『古窯』
名物、
お祭りやぐら
（舞台）
を囲
んでの夕食会。民謡や踊り、各
県の名産品が当たる大抽選会
など、
お楽しみ盛りだくさん！
・春を感じる花々や
『マグロ食べ
比べと牡蠣づくし』
の昼食もお
楽しみに！

旧渋沢邸
﹁中の家﹂

出発日（各40名）

おすすめポイント

べと
まぐろ食べ比
牡蠣づくし膳

あしかが
フラワーパーク
（春の花祭り）

〜竹の春 雀千代ふる お宿かな〜
舌切雀のお宿 磯部ガーデン

（2 名 1 室）

磯部ガーデン
夕食膳

古窯全景

舌切雀のお宿 磯部ガーデン

