4/20信毎

日本一深いＶ字峡谷！
！

1088

日本三景 天橋立
黒部峡谷トロッコ電車 丹後半島2日間

2014

な か へ ち

全5回で踏破！

伊根湾遊覧船・文殊堂
舞鶴引き上げ記念館

全県募集日

飯田5：00頃〜東北信8：00頃＝宇奈月駅 b 黒部
峡谷トロッコ電車(峡谷美をお楽しみ下さい) b 欅
平駅（自由散策）b 宇奈月駅＝海産物ショッピング
＝各地18：30頃〜21：30頃

房総びわ狩り

1201

高級ビワ食べ放題
東京湾クルーズ

第2回
39,800円〈税込〉 Bコース
6/12㈰

39,000円〈税込〉6/4㈯ 9/10㈯

■食事：朝1、昼2、夕1 ■1名1室追加料金5,000円
■ホテル＆リゾーツ京都宮津

■食事：朝1、昼1
■田辺ステーションホテル
■1名1室追加料金2,000円

❶東北信3:00頃〜飯田7：00頃＝天橋立・昼食gケー
ブルg傘松公園・天橋立股のぞき=伊根湾めぐり遊覧
船・伊根の舟屋=知恩寺文殊堂=ホテル（泊）
❷ホテル=舞鶴引揚記念館=食文化館=昼食=三方五
湖レインボーライン=日本海さかな街（鮮魚ショッピン
グ）=各地19：00頃〜23：00頃

❶東北信3：30頃〜飯田7：30頃＝西国２番札所 金
剛宝寺･紀三井寺＝安珍・清姫伝説の道成寺＝田辺
市内ホテル（泊）❷朝食･ホテル＝下三栖バス停l珠
簾神社l長尾坂登り口l一里塚l関所跡l水呑茶屋
跡l捻木の杉l潮見峠l門谷l峰厳島神社l滝尻
頃
王子＝各地20：30頃〜24：30頃

日本
三景

安芸の宮島と岩国
三大奇橋 錦帯橋2日間
厳島神社

39,800円〈税込〉
昼食付

東北信3：30頃・飯田5：00頃〜諏訪7：00頃＝アク
アライン＝海ほたる休憩＝昼食とショッピング＝日
本一の枇杷産地の富浦・ビワ狩り=金谷港 d 東京
湾フェリーd久里浜港＝各地20：30頃〜24：00頃

1名参加可

食事4回付！
！
5/15 ㈰ 6/8 ㈬ 26 ㈰
7/8 ㈮ 19 ㈫ 8/22㈪ 9/13 ㈫ 29 ㈭
■2名1室追加料金：1,500円 1名1室追加料金：2,500円
■岩国国際観光ホテル ■食事：朝１、昼２、夕１

❶東北信2：30頃〜飯田6：30頃＝昼食＝岩国錦帯橋
（三大奇橋見学）＝岩国（泊）❷ホテル＝宮島口 d 宮
島l厳島神社(参拝)l宮島 d 宮島口＝広島市内（昼
食）＝広島原爆ドーム＝各地21：00頃〜24：30頃
表示価格は
すべて税込です

貸切バス会社名：花バス観光・
トラビスジャパン㈱又は提携バス会社 全国旅行業協会正会員
観光庁長官登録旅行業 第1種 第1841号 総合旅行業務取扱管理者 吉沢博文 赤羽宏明 最少催行人員は30名
明記なきコースは添乗員は同行しません。詳しい旅行条件を説明した資料の用意がございます。 掲載の写真はすべてイメージです。

旅行代金（お１人様／2名１室）

39,800円〈税込〉

北海道・道東4日間

中級〜上級者レベル

秘湯！塚原温泉
別府温泉

コース難度

由布岳

中〜上級者レベル

催行
円〈税込〉5/30 ㈪

59,800

6/25 ㈯催行
旅行代金
（お１人様／2名１室利用）

35 800

銀閣寺

,
円〈税込〉 Cコース 10/15㈯
Dコース 12/10㈯
■チサンスタンダード京都堀越五条
■食事：朝1、昼2
1名参加可
■1名1室追加料金2,200円

旅行代金（お１人様／2名１室）

各35,800円〈税込〉

❶東北信3：00頃〜飯田7：00頃＝東山山頂公園・
将軍塚l 粟田神社l 大文字山l 銀閣寺l 浄土寺
橋＝京都ホテル（泊）❷朝食･ホテル＝修学院lキ
ララ坂l比叡山最高点l比叡山延暦寺l無動寺l
日吉大社前＝各地20：00頃〜24：30頃

旅行代金（お１人様／2名１室利用）

55,500円〈税込〉7/16㈯連休

❶東北信3：30頃〜飯田8：00頃＝日本100名城・津山城
（鶴山公園）＝ホテル（泊）❷ホテル＝登山口l 阿弥陀堂
l6合目避難小屋lキャラボク大群落l弥山山頂l行者
谷別れl元谷避難小屋l大神山神社奥社l大山寺l登
山口＝ホテル（泊）❸ホテル＝三徳山三佛寺・投入堂＝鳥
取港海鮮市場かろいち・お買物＝各地20：00頃〜24：30頃

5030 最北の日本百名山
層雲峡温泉

中級〜上級者レベル

早いもの
勝ち！

5029

限定24名様

利尻島･礼文島
日本最北端宗谷岬

旅行代金
（お１人様／ホテル2名1室）

128,000

大雪山からの眺望

完備したリゾートフェリーd（船中泊）❷ d 小樽港＝層
雲峡：銀河の滝・流星の滝＝網走刑務所＝ホタテづくし
の昼食＝小清水原生花園＝摩周湖、展望台＝川湯温
泉（夕食・泊）❸朝食＝噴煙の立ち上がる硫黄山＝阿寒
湖＝足寄・昼食（十勝牛ステーキ御膳）＝十勝ワインの
池田ワイン城＝お買物＝苫小牧東港（19：30）d大型リ
ゾートフェリー・普段の生活を忘れ読書。デッキでのん
びりした時をお過ごしください。
（船中泊）❹ d大型フェ
リー d 新潟港＝各地19：00頃〜22：00頃

7/9㈯

❶飯田3：30頃〜東北信7：00頃＝新潟港dフェリー（船中泊）
❷d小樽港＝大雪山旭岳駅e旭岳ロープウェイe姿見駅l
旭岳石室l金庫岩l大雪山旭岳山頂l姿見駅e旭岳駅＝
旭川（泊）❸ホテル＝十勝岳展望台l雲ノ平分岐l避難小屋
l昭和火口l十勝岳山頂l十勝岳展望台＝層雲峡温泉（夕
食・泊）❹ホテル＝層雲峡駅e層雲峡･黒岳ロープウェイe黒
岳駅e黒岳リフトe七合目l大雪山黒岳山頂l黒岳石室l
七合目e（リフト）黒岳駅e（ロープウェイ）層雲峡駅＝苫小牧
東港港d（船中泊）❺d新潟港＝各地19：00頃〜22：00頃

■名門フェリー2等洋室 ■別府温泉・亀の井ホテル
■フェリー１等個室ランクアップ片道6,500円増
■ホテル1名1室追加料金3,000円 ■朝1、昼2

❶ 東 北 信 6：0 0 頃 〜 飯 田 1 0：3 0 頃 ＝ 大 阪 南 港 d
フェリー（船中泊）❷ d 新門司港＝牧ノ戸峠l沓掛
山l扇の鼻分岐l久住山l折り返しl牧ノ戸峠＝
別府温泉・亀の井ホテル(泊)❸ホテル＝由布岳登
山口…合野越…由布岳・東峰…折り返し…登山口
＝秘湯塚原温泉(入浴)＝新門司港dフェリー（船中
泊）❹d大阪南港＝各地14：30頃〜19：00頃

種子島・屋久島
鹿児島5日間

5025
ヤクスギランド

上級者コース

7/27㈬
摩周湖

■食事：朝2、昼2、夕1 ■2名1室追加料金3,000円
■1名1室追加料金6/26発5,000円／7/20発19,000円 1名参加可
円〈税込〉
■新日本海フェリー：1等個室（ステートルームA）デラックスへのランクアップ可
■川湯温泉：川湯観光ホテル 又は同等クラス
■食事：朝3、昼3、夕1 ■ホテル1名1室追加料金8,000円
❶飯田3：00頃〜東北信7：00頃＝新潟港d横揺れ防止 ■1・4泊目：新日本海フェリー・ツーリストA寝台（個室へランクアップ可）
■2泊目：ホテルテトラ旭川駅前
ホテルテトラ旭川駅前
装置付きで展望大浴場・レストラン・グリル・カフェなど ■3泊目：層雲峡温泉マウントビューホテル

旅行代金
（お１人様／
利尻宿泊3名1室 又は 男女別相部屋）

188,000円〈税込〉

高速船

1名参加可

旅行代金（お１人様／2名１室利用）

6/16 ㈭催行 7/7㈭
9/8 ㈭

149,000円〈税込〉8/26㈮

■食事：朝4、昼3、夕2 ■1名1室追加料金6,000円
■鹿児島タイセイアネックス／ホテルニュー種子島／ホテル屋久島山荘
■食事：朝3、昼3、夕3
■1泊目：新日本海フェリー・ツーリストA寝台（個室へランクアップ可） ❶東北信6：00頃〜飯田10：00頃＝中部空港a鹿児
■2・3泊目：利尻富士温泉・旅館雪国（和室,2名1室3,000円増）
島空港＝鹿児島ホテル（泊）❷ホテル＝西郷隆盛像・
■4泊目：稚内温泉ホテルトランク稚内（洋室,1名1室2,000円増）

❶飯田3：30頃〜東北信7：00頃＝新潟港dフェリー（船中
泊）❷d小樽港＝宗谷岬（宗谷海峡、遠望）＝稚内港d利尻
島＝利尻富士温泉（夕食・泊）❸旅館＝野営場l第一見晴
台l第2見晴台l長官山l避難小屋l沓形分岐l利尻岳
山頂l往路の逆l野営場＝利尻富士温泉（夕食・泊）
❹旅館＝利尻島d礼文島＝礼文島観光（＝澄海岬＝スコト
ン岬＝昼食）lトレッキング3時間・桃岩展望台l＝礼文島・
香深港d稚内港＝稚内ホテル（泊）❺ホテル＝旭山動物園
＝新千歳空港a中部空港＝各地23：30頃〜26：30頃

0265-71-3800
026-217- 4111 高森店 0265-34 - 2822

箕輪ツアー
センター

三徳山

■食事：朝2、昼1 ■倉吉シティホテル ■1名1室追加料金2,000円

十勝岳と大雪山旭岳・黒岳5日間 利尻岳登山5日間

層雲峡・網走・摩周湖
阿寒湖・十勝牛・海鮮料理

長野店

な げ い れ どう

ヤマキリシマ咲く久住山
旅行代金
（お１人様/2名1室利用）

旅行代金（お１人様/ホテル3〜4名１室利用）

東京湾クルーズ

旅行企画・実施

み と く さ ん さ ん ぶ つ じ

99,000
00 円〈税込〉

旅行代金
（お１人様） ■食事：昼1回

ん

三徳山三佛寺・投入堂
東山山頂将軍塚〜比叡山延暦寺
100名城の津山城
初〜中級者レベル
比叡山延暦寺

2032 大型フェリー1等個室で行く！ 4004 ふたつの北海道百名山

旅行代金
（お１人様／3名以上１室利用）

6/5 ㈰ 8㈬ 11㈯ 12㈰

Ｂコース 途中参加可・全4回で一周

せ

大山

6/26 ㈰ 7/20 ㈬ 8/18 ㈭

14,900円〈税込〉

田辺から那智

に至る熊野古道

旅行代金
（お１人様／2名１室利用）

6/20 ㈪ 7/12 ㈫ 25 ㈪ 8/9 ㈫ 28 ㈰

■食事：昼1回（お弁当）

Ａコース

5/21㈯催行

36,800円〈税込〉5/11㈬

6/7㈫ 7/2㈯ 8/12㈮ 9/15 ㈭ 25 ㈰
北中南信募集日 6/18 ㈯ 7/19 ㈫ 8/27㈯

だ い

中級者レベル

旅行代金
（お１人様／2〜3名１室利用）

14,900円〈税込〉

（全 回）

コース難度

食事4回付！
！
旅行代金
（お１人様）

4044
3148 専門ガイドがご案内！
専門ガイドが御案内！ 2329-3
専門ガイドがご案内！
4
ミヤマキリシマ咲く九重連山
日
日間 京都1周トレッキング2間 中国地方
久住山と豊後富士・由布岳 登山4日間
日間
大山登山
3
最高峰の
2397

熊野古道・中辺路2

湯らゆら温泉泊！

昼食弁当付

専門ガイドが御案内！

本社／長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8295-5
FAX 0265-70-9588 営業時間／9時〜18時／土日祝休

篤姫像・鶴丸城址＝鹿児島・本港d種子島港＝昼食
＝鉄砲博物館＝千座の岩屋＝種子島宇宙センター・
宇宙科学技術館＝種子島(夕食・泊)❸ホテルl種子
島港d屋久島港＝白谷雲水峡＝昼食＝千尋の滝＝
中間ガジュマル＝大川の滝＝屋久島ホテル(夕食・
泊)❹ホテル＝ヤクスギランド＝紀元杉＝屋久杉自然
館＝昼食＝屋久島港d鹿児島・本港＝鹿児島ホテル
（泊）❺ホテル＝知覧特攻平和会館・知覧武家屋敷＝
鹿児島空港a中部空港＝各地17：30頃〜22：00頃

松本山雅を応援します!
松本山雅FC
オフィシャルスポンサー

