山形 ��日帰り ����

置賜公園ハーブガーデンフェア
と本山慈恩寺参拝

埼玉 ��日帰り ����

いちごの里デザートビュッフェと
行田花手水week
ライトアップイベント「希望の光」

石川
宿泊 04-2002

豪華バスの旅

８名様
限定!

一人一人がゆとりある空間。
ワンランク上の旅をどうぞ。

イメージ

コース情報

6

出発日
集合

旅行代金お一人様

15，
000 円

25（土）・6 30（木）

（入館・昼食込 ）

新白河駅7:30→須賀川市8:10

栃木 ��日帰り ����

添乗員同行

ガイドなし

食事：朝ー,昼〇,夕ー

ザ・リッツ・カールトン日光
でランチ・・・至福の時

旅行代金お一人様

2（土）

最少催行人数：20名

宮城 ��日帰り ����

出発日

8

添乗員同行

集合

6

旅行代金お一人様

23（木）・7 13（水）

19，
800 円

（入館・昼食込 ）

須賀川市7:10→新白河駅7:50

【ポイント】ラグジュアリーなザ・リッツ・カールトン日光で優雅なラン
チとホテルからの景色をお楽しみください。なかなか訪れない中禅
寺を参拝します。本堂からの中禅寺湖の景色と日光東照宮の天井
画「鳴き龍」を描いた狩野永真安信の天井画もお楽しみです。

最少催行人数：20名

添乗員同行

ガイドなし

食事：朝ー,昼〇,夕ー

1日目

6

お部屋は
渚亭を利用
お食事は
お部屋食と
なります

イメージ

コース情報

新白河駅 = ＜東北・北陸新幹線＞ = 金沢駅 = 宝生寿し
（にぎり寿し昼食） = 千里浜なぎさドライブウェイ（バスで
砂浜を走ります） = 能登食祭市場（桟橋） ～ セーリング・
ヨット乗船90分 ～ 和倉港 ・・ 和倉温泉（泊） 朝ー,昼〇,夕〇

出発日

7

2名様1室料金

21（木）

集合

乗船・昼食（1回）宿泊・保険込

新白河駅7:15

128，
800円

【ポイント】すぐそこが大野港。仲買から直接ネタを仕入れる宝生寿しでの昼食。

2日目

社） = ひがし茶屋街（情緒ある紅殻格子が軒を連ね
る江戸時代の雰囲気を残す） = 近江町市場（金沢の
台所で自由昼食） = 金沢駅百番街「あんと」でお買物
・・ 金沢駅 =＜北陸・東北新幹線＞ =新白河駅（18:30）
朝〇,昼ー,夕ー

最少催行人数：6名

山形
宿泊 04-2003

添乗員同行

ガイドなし

ル）に受けた風をエネルギー源として進む、セーリング・ヨット体験クルージングを
楽しみ、直接和倉温泉到着となります。2日目は能登国一之宮気多大社を参拝し、
金沢に残っている3つの茶屋街の中でも最も規模が大きいひがし茶屋街を散策。
近江町市場では新鮮な地元のお魚などを自由食でお召し上がり下さい。移動のバ
スはラグジュアリーバスで快適にお過ごし下さい。お泊りは「プロが選ぶ日本のホ
テル・旅館100選」で36年連続「日本一」に選ばれた加賀屋へご宿泊します。

出羽三山(湯殿山・月山八合目弥陀ヶ原湿原・羽黒山)巡りと
由良温泉2日間
ホテル

9，
800 円

8（月）

ラグジュアリーバスでしか味わえない
贅沢とやすらぎを感じる、
少人数のプライベートツアーです。

ホテル = 能登国一之宮気多大社（北陸道屈指の大 日本で唯一車で走れる砂浜、千里浜なぎさドライブウェイをバスで走行。帆（セー

食事：朝ー,昼ー,夕〇

旅行代金お一人様

（土）
・8

新白河駅7:30→須賀川市8:10

画像提供：羽黒町観光協会

各地 = ＜各高速道＞ = 大崎市三本木ひまわりの丘（真夏を彩る太陽の
花「ひまわり」が約42万本咲き乱れる） = 仙台七夕まつり（伊達政宗公の
時代より続く、日本一の七夕）= ＜各高速道＞ = 各地（17:30~18:10)

最少催行人数：20名

千葉 ��日帰り ����

コース情報
出発日

5

添乗員同行

ガイドなし

食事：朝ー,昼ー,夕ー

眺望絶景の一軒宿
日本海の海の幸を満喫

東京ディズニーランド
「1デーパスポート付」
28（土）

旅行代金
お一人様

須賀川市6:30
新白河駅7:10
＠角川武蔵野ミュージアム
集合

大人

（18才以上 ）

中人

（中・高校生 ）

小人

（４才～小学生 ）

コース

コース

各地 = ＜各高速道＞ = いろは坂 = 明智平展望台（ロープウェイ
で展望台へ。中禅寺湖・華厳の滝・男体山など広大なスケ―ル
＠角川武蔵野ミュージアム
の眺望） = 華厳の滝（日本三大名瀑のひとつ） = ザ・リッツ・カー
ルトン日光（地元日光の食材を活かした日光御膳のランチ） =
中禅寺（世界遺産「日光山輪王寺」の別院参拝） = 英国大使館
別荘記念公園（中禅寺湖畔の絵に描いたような風景を満喫） =
磐梯日光店（お買物） = ＜各高速道＞ = 各地（17:30~18:10)

コース

出発日

ガイドなし

大崎市三本木ひまわりの丘と
仙台七夕まつり

＠角川武蔵野ミュージアム
集合

コース情報

（夕食込 ）

各地 = ＜各高速道＞ = 佐野プレミアム・アウトレット（ショッピング） =
いちごの里デザートビュッフェ = 行田 花手水week散策とライトアップ
イベント「希望の光」 （夕食） = ＜各高速道＞ = 各地（22:20~23:00)

コース情報

※イメージ

15，
800 円

須賀川市10:20→新白河駅11:00

イメージ

「プロが選ぶ日本のホテル・
旅館１００選」で
３６年連続「日本一」に
選ばれた老舗温泉旅館

【ポイント】行田「花手水week」は、神社だけでなく、商店や民家の軒
先にも花手水を飾り期間限定で開催。また夜は毎月1回「希望の光」
をテーマに花手水ライトアップイベントが開催。行田まち歩きを通じ2
つの姿をお楽しみ下さい。いちごの里ではデザートビュッフェ！地元の
食材にこだわった手作りスイーツを。約180店舗が揃う関東最大級
＠角川武蔵野ミュージアム
の佐野プレミアム・アウトレットでショッピングをお楽しみ下さい。
コース

コース

各地 = ＜各高速道＞ = 置賜公園ハーブガーデンフェア（約
100種類のハーブが香る山形県最大級のハーブ園） = 文四郎
麩（ふ料理処「清居」ふ懐石昼食） = チェリーランドさがえ（山
形のお買物） = 本山慈恩寺（東北随一の巨刹） = ＜各高速
道＞ = 各地（18：30～19：10)

7

出発日
集合

【ポイント】ハーブガーデンフェアではハーブ摘み取り体験と苗の
お買物をお楽しみください。昼食は江戸時代から伝わる伝統の
ふ懐石をご賞味。専門ガイド案内による本山慈恩寺の参拝で悠
久の息吹と歴史を感じてください。

最少催行人数：20名

コース情報

らくらく新幹線利用！和倉温泉加賀屋2日間
「能登半島 金沢の旅」

22，
000円
20，
000円
18，
000円

各地 =＜各高速道＞=東京ディズニーランド（夢と魔法と笑顔があふれる
王国で、閉園時間までお楽しみ下さい）=＜各高速道＞=各地（00:30~1:10)

最少催行人数：20名

添乗員同行

ガイドなし

食事：朝ー,昼ー,夕ー

詳しい「旅行条件書」をお渡しいたしますので、お申込みの際ご確認下さい。旅行条件はお渡しする旅行条件書、最終旅行日程表及び募集型企画旅行約款によります。

画像提供：羽黒町観光協会

画像提供：羽黒町観光協会

各地 = ＜各高速道＞ = 湯殿山神社本宮（出羽三山
1日目

2日目

の奥宮） = 寿司割烹鈴政（にぎり寿司の昼食）= 舞
妓茶屋 相馬楼（酒田舞妓の演舞観賞） = くらげドリ
ーム館（加茂水族館） = 由良温泉（泊） 朝ー,昼〇,夕〇
ホテル = 庄内観光物産館ふるさと本舗（特産品や
鮮魚などお買物） = 月山八合目 弥陀ヶ原湿原散
策 = 宮田坊（精進料理の昼食） = 羽黒山 出羽三
山神社（貴重な茅葺木造建造物） = ＜各高速道＞
= 各地（18:20~19:00）
朝〇,昼〇,夕ー

最少催行人数：20名

添乗員同行

ガイドなし

新型コロナウィルス感染対策

コース情報
出発日
集合

7

3（日）

4名様1室料金

拝観・昼食・入場・宿泊込

新白河駅6:20→須賀川市7:00

40，
800 円
3名様1室

2,000円増

2名様1室

4,000円増

【ポイント】出羽三山とは、羽黒山・月山・湯殿山の総称。「羽黒山＝現在」「月山＝過去」「湯殿山
＝未来」と見立てられ、「生まれかわりの旅」として古くより信仰をあつめました。出羽三山神社は
三神をあわせて祀る三神合祭殿です。また庄内地方の観光では、相馬楼にて酒田舞妓の演舞
観賞と竹久夢二美術館をご覧ください。日本一のクラゲ水族館世界に誇る直径5メートルの水
槽には約2千ものミズクラゲが！昼食は酒田にてお寿司と羽黒山宿坊にて精進料理をいただき
ます。お宿も日本海を眺めながらごゆっくり寛げる由良温泉ホテル八乙女へご宿泊となります。

～ トラベルOでは、お客様に安心してご参加いただけるよう感染症対策を徹底いたしております ～

お申込・お取消料について

①お電話またはFAX/WEBからお申込下さい。②正式予約は受付完了時となります。③お申込金（全額）は、ツアー実施２～3週間前頃に弊社より請求書が届きましたら、3日以
内にお支払い・お振込み下さい。※振込手数料はお客様ご負担となります。※お申込みのあとで、お客様の都合で取消しになる場合は右記に定める取消料を申し受けます。

取消日
出発日の10日(宿泊は20日)前～8日前まで

取消料
旅行代金の20％

※座席希望につきましては、原則申し込順とさせていただきます。※須賀川市弊社契約駐車場は申し込み順となり、満車でご利用頂けない場合がございます。※全コース車
内は禁煙、カラオケ禁止となります。※ツアーにより他社バスとなる場合がございます。※お１人様ご参加の場合追加料金をいただくこともあります。※掲載コースの中には、
すでに満席又は中止になっている出発日もありますのでご了承ください。※お申込み人数が奇数名の場合、相席をお願い致しております。※安全面を考慮し、乗降場所は
指定乗車地に限らせていただきます。※参加人員（最少催行人員20名）に満たない場合、及び運輸機関の大幅なスケジュール変更や当社の管理できない事由により催行
が不可能となった場合、又その恐れが極めて大きいと予想される場合に催行を中止する場合があります。その場合は、すでにお預かりした旅行代金の全額をお返しいたし
ます。※子供料金はお問合せ下さい。※お客様の個人情報は、お客様とのご連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込み頂いた旅行において、運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。また旅行情報等をお届けするために利用する場合がございます。※パン
フレットに掲載した写真はイメージです。旅行される時季に必ずしもご覧になれる風景とは限りません。また。料理写真は一例であり、料理内容や食材が仕入れ状況によっ
て異なる場合がございます。※花の見ごろは例年を想定し日程を設定しておりますが、気候により見頃が変動する場合もございます。

出発日の７日前～2日前ま で
出発日の前日
当日
無連絡不参加・旅行開始後

旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

ご案内

【利用バス会社】那須中央観光バス、オールスター観光バス、または同等クラス
【添乗員】全コースに同行

乗務時は、マスクを着用させ
ていただきます。お声が届きに
くいこともあるかと思いますが
ご理解の程お願い致します。

事前にお渡しする「健康チェックシー
ト」を全員ご記入下さい。
※ご記入漏れやお忘れの場合は、ご
乗車をお断りする場合がございます。

非接触タイプの体温
計を利用し、受付時に
検温を実施します。

バス乗降の際や、お食事の時には、手
指の消毒にご協力いただいております。
バス車内にも消毒液を設置してありま
すので、ご自由にお使い下さい。

観光バスの空気は、換気能力に優
れています。運行中は外気導入運
行を実施し、約３～5分でバス車内
の全ての空気が入れ替わります。

バス車内の手すりや、通
路側の共用部分、荷物
棚などのこまめな消毒
を実施しています。

