
神奈川
日帰り

コース情報

横浜ロイヤルパークランチバイキング横浜ロイヤルパークランチバイキング
とと横浜エアキャビン体験横浜エアキャビン体験

【ポイント】横浜ランドマークタワー最上階70階から港町ヨコハマを眼
下に望む拡大なパノラマを満喫しながらのランチバイキング。2021
年4月開業横浜エアキャビン。全長1,260mの日本初、世界最先端の
都市型循環式ロープウェイで街を高所から楽しみながら移動します。
運河パーク駅到着後、横浜中華街に移動し日本最大かつ東アジア
最大の中華街でショッピングや食べ歩きでお過ごし下さい。

11 30（水）

各地  = ＜各高速道＞ = 横浜ロイヤルパークホテル70階スカイラウンジ
シリウス（ランチバイキング） = 横浜エアキャビン（日本初、世界最先端
の都市型循環式ロープウェイ）  = 横浜中華街散策（異国情緒あふれる
中華街でショッピングや食べ歩き） =  ＜各高速道＞ = 各地（19:20~20:00)

コ
ー
ス

須賀川市7:10→新白河駅7:50

出発日

集 合

��-
����

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

12 11（日）
さらに！地域クーポン付き！

平日は 3,000 円分 ・ 休日は 1,000 円分

円円

������������円円旅行代金おひとり旅行代金おひとり

全国旅行支援

5,000円割引
（昼食 ・乗車込 )

割引後旅行代金

������������

東京
日帰り

��-
����

コース情報

12 4（日）出発日

集 合

【ポイント】東京卍リベンジャーズ好きにはたまらない聖地を訪れます。
沼袋氷川神社は作中では東京卍曾を結成したシーンで登場し、全員
で買った神社のお守りも物語の重要なキーポイントです。ランチは新
宿プリンスホテルブッフェダイニングプリンスマルシェでライブ感あ
ふれるブッフェをお楽しみ下さい。午後は流行の発信地、原宿竹下通
りフリータイムをお楽しみ下さい。作中ではマイキーとエマが誕生日
デートをするシーンで登場するハワイ発の人気パンケーキチェーン
「Eggs’n Things 原宿店」！是非立ち寄ってみては！

さらに！地域クーポン付き！
平日は 3,000 円分 ・ 休日は 1,000 円分

円円

������������ 円円旅行代金おひとり旅行代金おひとり

全国旅行支援

5,000円割引

割引後旅行代金

������������
（昼食 込 )

各地  = ＜各高速道＞ = 中野沼袋氷川神社（参拝） = 新宿プリン
スホテル（ランチブッフェ） = 原宿竹下通り散策（流行の発信地） 
= ＜各高速道＞ = 各地（18:20~19:00）

コ
ー
ス
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

須賀川市6:00→新白河駅6:40

東京卍リベンジャーズ聖地 と

新宿プリンスホテルブッフェ
東京卍リベンジャーズ聖地 と

新宿プリンスホテルブッフェ

＠角川武蔵野ミュージアム

山形
日帰り

コース情報

やまがた音と光のファンタジア
　　と 東北の伊勢 熊野大社
やまがた音と光のファンタジア
　　と 東北の伊勢 熊野大社

【ポイント】1200年の歴史を誇る日本三熊野の一つ・東北の伊勢、熊
野大社を参拝します。日本で初めてのプロポーズ伝説や3羽のうさぎ
伝説など必ず一度は訪ねてみたい東北屈指のパワースポットです。
創業55年以上の老舗料理店・福昌で米沢牛すき焼き膳のご昼食。
フラワー長井線に乗車。方言ガイドが車窓より観光案内！2021年に
初開催されたイルミネーション、「やまがた音と光のファンタジア」。
メイン会場となる最上川ふるさと総合公園では、「光の森」をテーマ
に、高さ約7.5ｍの光のツリーや60万色発光する光の花など、光と音
楽が織りなす幻想的な空間を演出します。（通称：やまファン）

12 18（日）
12 8（木）

各地  = ＜各高速道＞  =  熊野神社（熊野大社）参拝  =  料亭 福昌
（米沢牛すき焼き膳） = 道の駅川のみなと長井（お買物） = 長井駅 
≠フラワー長井線 ≠ 荒砥駅  = 最上川ふるさと総合公園（やまが
た音と光のファンタジア！）=＜各高速道＞=各地（20:30~21:10)

コ
ー
ス

新白河駅9:00→須賀川市9:40

出発日

集 合

��-
����

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

各地  = ＜各高速道＞ =  仙台泉プレミアム・アウトレット= ウェス
ティンホテル仙台（アフタヌーンティ） =  松島・円通院紅葉ライト
アップ =  ＜各高速道＞ = 各地（21:00~21:40)

コ
ー
ス
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

＠角川武蔵野ミュージアム

宮城
日帰り

コース情報

　　　　　ウェスティンホテル仙台
スイートセンセーション＆紅葉ライトアップ　
　　　　　ウェスティンホテル仙台
スイートセンセーション＆紅葉ライトアップ　

11 20（日）
新白河駅8:20→須賀川市9:00

出発日

集 合

��-
����　

【ポイント】緑豊かで優雅な仙台・泉パークタウン内に位置し、アメリカ
東北部の街並みをイメージした仙台泉プレミアム・アウトレット。優雅な
雰囲気の中でショッピングをお楽しみ下さい。ウェスティンホテル仙台
では、約20種類のスイーツとオードブル、ピザやスープなどのセイボリー、
オリジナルモクテルやコーヒーなどお召し上がり下さい。円通寺境内の
庭には約350年前に造られた心字の池を中心とし石庭があり、紅葉ラ
イトアップされ、幻想的なお寺の中に色鮮やかな紅葉の赤色が華やか
さを与えます。松島の月に導かれ、秋の夜長をお楽しみ下さい。

さらに！地域クーポン付き！
平日は 3,000 円分 ・ 休日は 1,000 円分

円円

������������円円旅行代金おひとり旅行代金おひとり

全国旅行支援

5,000円割引 （昼食 ・乗車込 )

割引後旅行代金

����������
さらに！地域クーポン付き！

平日は 3,000 円分 ・ 休日は 1,000 円分

円円

������������円円旅行代金おひとり旅行代金おひとり

全国旅行支援

5,000円割引

割引後旅行代金

������������
（セイボリー・入場込 )

※イメージ

・・

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。

※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。

お申込・お取消料について

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。

当日

取消日

出発日の10日(宿泊は20日)前～8日前まで

出発日の７日前～2日前まで

出発日の前日

無連絡不参加・旅行開始後

取消料

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％

【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

新型コロナウィルス感染対策　～ 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 ～　

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。

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。

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。

ご案内

コース情報

【ポイント】「男はつらいよ」寅さんでお馴染みの葛飾柴又。下町情緒を感じながら散策や
お食事をお楽しみ下さい。房総半島へ移動し、はちみつ工房では試食やミード工場の見
学、絶壁に建つ崖観音（大福寺）を見学します。お泊りは南房総の自然豊かな大房岬にあ
る海と森林に囲まれたリゾートホテルへご宿泊となります。2日目は東京湾フェリーにて三
浦半島へ。うらりマルシェでは、三浦野菜やマグロ・地魚などお買物を楽しみ、昼食は三
崎港のまぐろづくし御膳をいただきます。古都鎌倉では小町通りでショッピングや、鶴岡八
幡宮境内の「鎌倉殿の13人」大河ドラマ館の見学など自由にお楽しみください。

千葉
宿泊

12 20（火）
須賀川市6:50→新白河駅7:30

出発日

集 合

04-
2007 葛飾柴又と古都鎌倉2日間

1日目

2日目

各地 = ＜各高速道＞ = 葛飾柴又散策（帝釈天や
参道など。昼食は自由食）= ＜各高速道＞= はち
みつミードのはちみつ工房（見学や試食など）= 
崖観音（大福寺）= 富浦（泊）
ホテル = 金谷港～（東京湾フェリー）～久里浜港   = う
らりマルシェ（さかな館と野菜館でお買物）=三崎港
（まぐろづくし御膳）= 古都鎌倉散策 = ＜各高速道＞ 
= 各地（19:00~19:40）

最少催行人数：20名　添乗員同行　ガイドなし　

朝ー,昼ー,夕〇

朝〇,昼〇,夕ー

トラベルОでは、全国旅行支援を利用した個人・団体旅行も承
ります。（現時点、販売停止の都道府県もございます）
まずはお気軽にお問合せ下さい！

割引を受けるには、新型コロナワクチンの3回目以降接種済み証明書またはPCR検査等の陰性
証明書に加え、ご本人様を確認できる公的機関発行の書類のご提示が必要です。

2022年10月11日～12月20日

最大
1人1泊

＋クーポン券最大3,000円付
8,000円引

さらに！地域クーポン付き！
平日は 3,000 円分 ・ 休日は 1,000 円分

円円

������������円円旅行代金2名1室旅行代金2名1室

全国旅行支援

8,000円割引

割引後旅行代金

������������
（拝観・昼食1回・入場・宿泊 込 )

ホテル＆リゾーツ
南房総

コース情報

【ポイント】源頼朝が源氏再興を祈願したことでも知られる伊豆国一之宮三島大社を参
拝後、全長1,800ｍのロープウェイに乗り、約7分間の空中散歩。空中公園は標高452ｍ、
360度の大パノラマ！富士山や駿河湾の絶景をお楽しみ下さい。お泊りは全室絶景のオ
ーシャンフロントの宿・堂ヶ島温泉「堂ヶ島ニュー銀水」へ。旅の疲れを癒しましょう。
2日目は伊豆随一のもみじ群生林がある修善寺温泉街へ。桂川沿いに色づく紅葉を鑑賞
しながら温泉情緒溢れる散策をお楽しみ下さい。熱海温泉駅前にある仲見世・平和通り
２つの商店街。小さな個性的なお店が集まり干物や伊豆半島のお土産が勢ぞろいです。

静岡
宿泊

12 6（火）出発日

富士山と駿河湾を望む絶景山頂リゾートと紅葉の修善寺2日間

1日目

2日目

各地   =   ＜各高速道＞  =  沼 津（昼食） =    伊豆国一之宮 
三島大社参拝 = 伊豆パノラマパーク（全長1,800ｍ
の空中散歩）   =    堂ヶ島温泉（泊）

ホテル =  修善寺散策（修善寺や楓橋、竹林の小
径など桂川沿いの紅葉を含めお楽しみ下さい） 
=代官屋敷（昼食）= 熱海 平和通り・仲見世商店
街（お買物）= ＜各高速道＞ = 各地（19:20~20:00）

最少催行人数：15名　添乗員同行　ガイドなし

朝ー,昼〇,夕〇

朝〇,昼〇,夕ー

04-
2006

3名様1室　3,000円増
2名様1室　5,000円増

さらに！地域クーポン付き！
平日は 3,000 円分 ・ 休日は 1,000 円分

円円

������������円円旅行代金4名1室旅行代金4名1室

全国旅行支援

8,000円割引

割引後旅行代金

������������
（拝観・昼食2回・宿泊 込 )

須賀川市6:20→新白河駅7:00集 合


