宮城 ��日帰り ����

可憐なピンクの蓮まつりと
南三陸キラキラ丼（うに丼）の昼食

コース情報

8

出発日
集合

8（月）

旅行代金お一人様

13，
500 円

新白河駅 6:40→須賀川市 7:20

（乗船・昼食込 ）

【ポイント】東北最大の湖沼の湖面いっぱいに咲き誇るハスの花を小型遊覧船に
乗って間近に見ることができます。すてきな景色をご覧いただきましたら美味しい海
の幸を食べに南三陸へ。この時期のキラキラ丼はうにです！！とっても濃厚で美味し
いですよ。帰りには笑顔のたえない、さんさん商店街でお買物を堪能してください。

集合

食事：朝ー,昼〇,夕ー

500万本の巾着田曼殊沙華と
小江戸川越散策

コース情報
出発日

ガイドなし

9

27（火）

旅行代金お一人様

15，
500 円
（入場・昼食込 ）

須賀川市 6:30→新白河駅 7:10

【ポイント】面積約22ヘクタールの川に囲われた平地に、500万本の曼殊沙
華が咲き誇ります。他にも季節の花、コスモスも見ることができます。創建
1300年の高麗神社は参拝後に総理大臣になられた方が何人もいる出世、
開運の神社として有名です。小江戸川越では、川越氷川神社、時の鐘、菓
子屋横丁など江戸時代の風情が残る街並み散策をお楽しみください。
＠角川武蔵野ミュージアム

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

7（日)・ 9 3（土）

コース情報

12，
500 円

出発日
集合

（参拝・入館・乗車・昼食込 ）

須賀川市 7:15→新白河駅 8:00

集合

【ポイント】磨き上げられた床に周囲のもみじが映り込む「床もみじ」
で有名な宝徳寺を参拝、風鈴まつり開催中です。3，000個の風鈴の
トンネルをお楽しみください。午後はわたらせ渓谷鉄道「わっしー号」
に乗車し、渡良瀬川の渓谷が広がる美しい景色をご覧ください。
＠角川武蔵野ミュージアム
各地 = ＜各高速道＞ = 宝徳寺（床もみじで有名なお寺／風鈴祭
り開催中） = 新田乃庄（昼食） = 大間々駅 ≠ トロッコわっしー号
乗車 ≠ 神戸駅 = 富弘美術館（やさしさを語り続ける作品を鑑賞）
= ＜各高速道＞ = 各地（18:45頃)

最少催行人数：20名

群馬 ��日帰り����

集合

ガイドなし
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10（土）

旅行代金お一人様

13，
800 円
（先達・入浴・昼食込 ）

新白河駅 6:00→須賀川市 6:40

最少催行人数：20名

群馬 04宿泊 2004

添乗員同行

ガイドなし

新潟 ��日帰り ����

ものづくりのまち「燕市」を見学しよう！
～メイド・イン・燕～

コース情報
出発日
集合

7

27（水）

旅行代金お一人様

（入館・体験・昼食込 ）

【ポイント】金属加工の技術、伝統の銘品の数々。今も衰えない輝
きに触れてみませんか？燕市産業史料館では皆様にタンブラーに
槌目を入れていただき、自分オリジナルのタンブラーをお持ち帰り
していただきます。燕市400年の歴史、世界に誇る伝統の技をぜひ
＠角川武蔵野ミュージアム
間近で体験しましょう。
各地 = ＜各高速道＞ = 藤次郎ナイフギャラリー（ガイドによる工
場見学） = ぜんてい燕三条（昼食） = 燕市産業史料館（タンブラー
槌目入れ体験と見学） = 燕三条地場産業振興センター（お買物）
= 新潟ふるさと村（お買物） = ＜各高速道＞ = 各地（18:45頃)

食事：朝ー,昼〇,夕ー

最少催行人数：20名

添乗員同行

ガイドなし

各地 = ＜各高速道＞ = 妙義神社（群馬最大のパワースポット） =
おぎのや横川店（峠の釜めし昼食） = 一之宮貫前神社 = 利根・
沼田の総鎮守 榛名神社 = ＜各高速道＞ = 各地（19:30~20:15)
添乗員同行

ガイドなし

食事：朝ー,昼〇,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。

1日目

2日目

食事：朝ー,昼〇,夕ー

パワースポット・赤城神社と旧軽井沢銀座通り散策
「星に一番近い温泉」万座温泉 2日間

（昼食込 ）

【ポイント】約1500年の歴史を誇る妙義神社。群馬県最大のパワースポット
といわれており、他にも大河ドラマのロケ地利用としても知られております。
1500年の歴史を持つ一之宮貫前神社。全国的にも珍しい参道を下った場
所に社殿がある「くだり参道」の神社として知られています。こちらも創建が
＠角川武蔵野ミュージアム
1500年と歴史のある榛名神社。多くの建造物が重要文化財に登録されパ
ワースポットとでも知られており本殿までの参道も散歩気分で楽しめます。

13，
500 円

新白河駅 7:00→須賀川市 7:40

15，
000 円

須賀川市 6:30→新白河駅 7:10

最少催行人数：20名

7（日）

各地 = ＜各高速道＞ = 遠刈田温泉刈田嶺神社里宮スタート・・・
蔵王古道約6ｋｍのハイキング・・・滝見台 = 遠刈田温泉「神の湯」
（入浴） = 蔵王ハートランド（BBQ昼食） = 蔵王酪農センター（お買
物） = ＜各高速道＞ = 各地（17：00～17：40）

食事：朝ー,昼〇,夕ー

上毛古社巡り（妙義・貫前・榛名神社）

コース情報
出発日

添乗員同行

8

旅行代金お一人様

【ポイント】遠刈田温泉の里宮から蔵王古道表口の大鳥居をくぐり、
日本の滝百選に選ばれた「三階の滝」の展望台・滝見台まで歩きま
す。「先達」が蔵王古道を案内しながら進みます。滝見台からバスを
利用して下山します。登山後は、遠刈田温泉「神の湯」で汗を流し、蔵
王ハートランドでバーベキュー‼！蔵王酪農センターでは、蔵王チーズ
直売店で試食やお買物。自家製アイスクリームやヨーグルトも人気！

コース

コース

各地 = ＜各高速道＞ = 巾着田曼殊沙華公園（500万本の曼
殊沙華群生地） = 飯能市内（昼食）= 高麗神社（創建1300年）
= 小江戸川越散策（川越氷川神社、時の鐘など自由散策） =
＜高速道＞ = 各地（18:20~19:00)

旅行代金お一人様

蔵王古道体験ハイキング<約6ｋｍ>

コース

埼玉 ��日帰り ����

添乗員同行

8

出発日

宮城 ��日帰り ����

床もみじで有名な宝徳寺参拝と
わたらせ渓谷鉄道・富弘美術館

コース

最少催行人数：20名

コース情報

コース

コース

各地 = ＜各高速道＞ = 伊豆沼・内沼はすまつり（見渡す限り
蓮の花が咲き誇る中を小型遊覧船で見学） = 南三陸町（キラ
キラ丼【うに丼】の昼食） = さんさん商店街（サンサンと輝く太
陽のように笑顔とパワーにみちた商店街でお買物） = 南三陸
ワイナリー（見学とお買物） = ＜各高速道＞ = 各地（18：40頃）

群馬 ��日帰り ����

各地 = ＜各高速道＞ = 赤城神社（湖上に浮
かぶ幻想的な神社） = うどん茶屋水沢万葉
亭（日本三大うどんの昼食）= 中之条ガーデ
ンズ（2021年春グランドオープンした花の庭
朝ー,昼〇,夕〇
園）= 万座温泉（泊）
ホテル = 白糸の滝（絹糸のような水が幾重に
も降り注ぐ） = 旧軽井沢銀座通り散策（お洒落
なお店でお買物）= おぎのや横川店（峠の釜
めし昼食）= こんにゃくパーク（工場見学・お買
物） = ＜各高速道＞ = 各地（17：30~18:10）
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

8

29（月）

２名様1室料金

（お一人様）

29，
800 円

（入場・昼食（2回）・宿泊込 ）

須賀川市 6:20→新白河駅 7:00

【ポイント】赤城山の登山口が集中する大沼湖畔に建つ朱塗りが美しい神社で、全国に約300
社ある赤城神社の本宮を参拝いたします。昼食は日本三大うどんの「水沢うどん」。2021年春に
グランドオープンした中之条ガーデンズ。さまざまな植物が共存する美しさを表現した庭の世界
を散策。お泊りは標高１８００ｍの高原温泉「星に一番近い温泉」として知られる万座温泉へ。
2日目：高さ3ｍ、幅70ｍと連なる滝、絹糸のような水が幾重にも降り注ぐ白糸の滝。マイナスイ
オンもたっぷりで、癒されます。お洒落なお店が多い旧軽井沢のメインストリート旧軽井沢銀座
を散策。昼食は峠の釜めし発祥の地横川で！こんにゃくパークでは工場見学やこんにゃく詰め
放題もお楽しみいただけます。

～ 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します。

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。

