
季節の移ろいを感じる…情緒豊かな秋の旅

今年はお得に楽しんじゃお♪イルミネーション特集

旅館

三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り三ヶ日みかん狩り
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かも

しめぐり と

5：30 6：30

福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国21：00 22：00

マホロバマインズ三浦【泊】

北鎌倉ぶらりさんぽ 紅葉の美しい古刹が密集！ （円覚寺、東慶寺、明月院）

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北

精進料理のご昼食

アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近に！

記念艦 三笠

ホテル

軽

昼

朝

夕

弁

軍港めぐり

峰本八幡宮前

鶴岡八幡宮 参道 自由散策本店

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 7：406:40

18：40 19：40福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

谷川沿いと参道のヤマモミジが真っ赤に染まります。

鮮やかな紅葉のコントラスト

美濃三山 大矢田もみじ谷（大矢田神社）

紅葉に囲まれた佇まいは壮観 美濃三山 両界山

横蔵寺

美濃三山 谷汲山 華厳寺

美濃 緑風荘

19：00 20：00福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 7：306:30

18：40 19：40福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国超える紅葉が赤、橙、黄と色が重なります。

小原四季桜

地元食材の和食膳和食処 ちとせ

可憐な桜と紅葉のコントラスト

日本料理 竹善 旬の素材を用いた和食膳をご賞味

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8：007:00

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8：007:00

と紅葉が苔に映える芸術的な光景

霊鑑寺 秋の特別公開

和中庵 秋の特別公開

京都大原 三千院京の箱膳をご賞味 杉木立聖護院 御殿荘

地元食材の和食善

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8：007:00 三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 7：206:20

20：10 21：10福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国 19：00 20：00福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国甘味と酸味のバランスが絶妙なみかんをその場でお召し上がり♪

カクキュー 八丁味噌の郷 日本一古い味噌蔵元の一つ。見学と試食をどうぞ。

三ケ日みかん狩り 類のない白鷺が羽を広げたような美しさに圧巻。

世界文化遺産・国宝 姫路城・好古園丸石醸造大正庵釜春 本店 八丁味噌煮込み膳をご賞味 徳川時代創業の老舗酒蔵。見学とお買い物。

東海随一の紅葉の名所。4,000本を香嵐渓

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 10：109:10

21：10 22：10福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

天台宗の総本山。約2000本を超える紅葉が美しい。

関西屈指の紅葉の名所。日中とは違う幽美な世界。

おごと温泉 雄山荘

比叡山延暦寺

アップ

「里山かご弁当」をご賞味

日吉大社 秋のライト

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 10：309:30

22：40 23：40福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国荘厳な光の芸術をお楽しみ下さい。

第23回 神戸ルミナリエ

［滞在予定約４時間３０分］ 復興の象徴ともいえる、イタリアからやってきた

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 10：509:50

22：50 23：50福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

［滞在予定 約４時間３０分］ 複合型リゾート・ラグーナ

世界で、ロマンチックな時間を。

ラグーナテンボス

「冬ラグーナ」

テンボスのテーマパーク「ラグナシア」を楽しんで！ 日没後は夢のような光の

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 10：509:50

21：50 22：50福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

約２時間］ 楽しみ方イロイロ！ お買い物・遊園地・温泉入浴など…

ションをお楽しみ下さい。

ナガシマリゾート［滞在予定

［滞在予定 ２時間30分］ 感動と驚きのイルミネーなばなの里

512/

612/

「白鷺城」の愛称でも知られています。世界的にも他に

YOKOSUKA

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

2017年 秋冬号あわら旅倶楽部のご案内Awara Kanko Bus で行く！！Awara Kanko Bus で行く！！ あわら旅倶楽部のご案内あわら旅倶楽部のご案内Awara Kanko Bus で行く！！

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

11月 20日㊊･28日㊋11月 20日㊊･28日㊋■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程
（大人） 10,900円（大人） 10,900円

日帰り 岐阜

No.  D702
日帰り 愛知

No.  D703
日帰り 京都

No.  D701

日帰り 滋賀

No.  D704

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

11月 15日㊌･23日㊍･27日㊊11月 15日㊌･23日㊍･27日㊊■出発日■出発日

■行程■行程

■旅行代金■旅行代金（大人） 9,900円（大人） 9,900円
■旅行代金■旅行代金（大人） 9,900円（大人） 9,900円

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

■旅行代金■旅行代金（大人） 10,800円（大人） 10,800円

日帰り 愛知･静岡

No.  D706

とと

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

11月 17日㊎･29日㊌
12月   2日㊏
11月 17日㊎･29日㊌
12月   2日㊏

■出発日■出発日

■行程■行程

■旅行代金■旅行代金（大人） 10,900円（大人） 10,900円

■最少催行人数20名　■昼食、夕食弁当付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食、夕食弁当付　■添乗員同行

11月 13日㊊･16日㊍･26日㊐11月 13日㊊･16日㊍･26日㊐■出発日■出発日

■行程■行程

1泊2日
神奈川

No.  D705

（3名1室）

39,800円
（3名1室）

39,800円
（2名1室）

41,800円
（2名1室）

41,800円
（4名以上1室）

38,800円
（4名以上1室）

38,800円

12月 5日㊋12月 5日㊋■出発日■出発日

お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

■行程■行程

■最少催行人数20名　■朝食1回、昼食1回、昼弁当1回、夕食1回、夕軽食1回付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■朝食1回、昼食1回、昼弁当1回、夕食1回、夕軽食1回付　■添乗員同行

海軍ゆかりの地横須賀海軍ゆかりの地横須賀海軍ゆかりの地横須賀海軍ゆかりの地横須賀 とととと秋色北鎌倉ぶらりさんぽ秋色北鎌倉ぶらりさんぽ秋色北鎌倉ぶらりさんぽ秋色北鎌倉ぶらりさんぽ

11月 9日㊍
12月 2日㊏
11月 9日㊍
12月 2日㊏

■出発日■出発日

日帰り 兵庫

No.  D707

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程
（大人） 12,800円（大人） 12,800円

世界文化遺産

国宝 姫路城国宝 姫路城国宝 姫路城国宝 姫路城
11月 3日㊎･14日㊋11月 3日㊎･14日㊋■出発日■出発日

12月   1日㊎･  3日㊐･22日㊎･
　    23日㊏･24日㊐
  1月26日㊎

12月   1日㊎･  3日㊐･22日㊎･
　    23日㊏･24日㊐
  1月26日㊎

■出発日■出発日

冬ラグーナ
☆ラグーナテンボス イルミネーション＆マッピング☆

※遊園地、温泉施設利用には別途入場券をご購入下さい。※遊園地、温泉施設利用には別途入場券をご購入下さい。

～移ろいゆく季節を楽しむ～～移ろいゆく季節を楽しむ～

（イメージ）（イメージ）

2011/

2811/

（イメージ）（イメージ）

日帰り 兵庫

No.  D709
（イメージ）（イメージ）

日帰り 愛知

No.  D710
（イメージ）（イメージ）

日帰り 三重

No.  D708

■最少催行人数20名　■食事なし　■添乗員同行■最少催行人数20名　■食事なし　■添乗員同行

12月 8日㊎･ 9日㊏･15日㊎･16日㊏12月 8日㊎･ 9日㊏･15日㊎･16日㊏■出発日■出発日

■行程■行程

■旅行代金■旅行代金（大人） 7,500円（大人） 7,500円
■旅行代金■旅行代金（大人） 8,900円（大人） 8,900円

■最少催行人数20名　■食事なし　■添乗員同行■最少催行人数20名　■食事なし　■添乗員同行

■行程■行程

■旅行代金■旅行代金（大人） 7,900円（大人） 7,900円

■最少催行人数20名　■食事なし　■添乗員同行■最少催行人数20名　■食事なし　■添乗員同行

12月 15日㊎･20日㊌･23日㊏12月 15日㊎･20日㊌･23日㊏■出発日■出発日

■行程■行程

&&

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

秋の比叡山延暦寺秋の比叡山延暦寺
関西屈指の紅葉名所関西屈指の紅葉名所

と
苔と紅葉の

コントラスト美

と
苔と紅葉の

コントラスト美

と



おいしい冬がやってきた！ お待たせしました牡蠣＆フグ

年末年始は日本の年中行事を楽しもう！

三国・芦原・金津 8：458：20

福井駅東口･福井北･丸岡･坂井･金津 8：407：45

金津･芦原・三国 19：3019：05

金津・坂井･丸岡･福井北･福井駅東口 20：0019：05

焼き牡蠣食べ放題（約2時間）。とれたての牡蠣を炭火で焼いてアツアツを♪牡蠣フライ、焼き牡蠣食べ放題＆牡蠣料理

牡蠣飯等の牡蠣料理もご賞味。

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 9：208:20

17：00 18：00福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

箸のふるさと館ＷＡＫＡＳＡ　　　　　

まるふじ てっさ、てっちり、てっぴ、唐揚げ、ヒレ酒などのふぐ料理と茶碗の箸を展示販売

日本海側最大級の海鮮市場

約3000種類

蒸しやデザートも付いた満足のフルコース！ 「お産のじょうぐうさん」として信仰

日本海さかな街

常宮神社
能登食祭市場お買い物和倉温泉街 散策 商店街の散策、総湯入浴（別途440円）など

伊勢神宮 外宮

おかげ横丁

伊勢志摩みやげセンター王将

神宮 内宮

伊勢

例年約40万人が初詣に訪れます。

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8:107:10

福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国18：20 19：20

福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国22：00 23：00

建物で京料理を

大正３年建築の貴重なきょうと和み館

『京の台所』錦市場

諸病除けに良いと信じられてきた行事。大根は味がしみ込んで

とっても美味。

大徳寺総見院の特別公開

千本釈迦堂 大根焚き

織田信長の追善菩提のために建立三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 7:306:30

福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国18：50 19：50福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国19：40 20：40

安全、お祓い、学問、商業等生活全般の神として信仰。

住吉神社の総本社。航海住吉大社

初笑いは“笑いの殿堂”で

なんばグランド花月

ホテル

皆生温泉 皆生つるや【泊】

日本庭園 由志園 島根県と鳥取県の県境・中海に浮かぶ池泉回遊式の日本庭園

金持神社 日本で一番縁起の良い名前の神社

世界一の日本庭園と近代日本画の大胆かつ繊細な世界観をお楽しみ下さい。

出雲大社

参拝と昼食。すべての者が幸福になるための〝ご縁″を結びます。

朝

昼

弁

夕
111/

121/

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 7:206:20

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 7:306:30

足立美術館

ホテル

都内ホテル【泊】

東京スカイツリー 東京観光の新定番！ 天望デッキと天望回廊へご案内 浅草 散策 浅草寺・雷門、仲見世通りなど下町情緒

富岡八幡宮 歴代横綱を顕彰する横綱力士碑等見学

大相撲 初場所 数々の名勝負の舞台となった「国技館」で大相撲観戦！！

あふれるまちを各自散策。散策の後、ご昼食。

朝

軽

昼

昼
弁
－161/

171/

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 6:505:50

12/

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8:407:40

15時開演～約3時間。S席にて宝塚大劇場

ランチバイキング千里阪急ホテル

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 9：008：00 季節の食材の和食膳遊食三昧 花やしき

（イメージ）（イメージ）

■旅行代金■旅行代金（大人） 8,600円（大人） 8,600円

■旅行代金■旅行代金（大人） 14,500円（大人） 14,500円

（イメージ）（イメージ）

※状況によりお日にちの変更をお願いする場合がございます。※状況によりお日にちの変更をお願いする場合がございます。

（イメージ）（イメージ）

日帰り 三重

No.  D713
（イメージ）（イメージ）

日帰り 大阪

No.  D714

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

日帰り 京都

No.  D715

（3名1室）　 12,000円（3名1室）　 12,000円
（2名1室）　 14,000円（2名1室）　 14,000円

（4名以上1室） 11,000円（4名以上1室） 11,000円お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

「あわら旅倶楽部」の 新年会「あわら旅倶楽部」の 新年会「あわら旅倶楽部」の 新年会「あわら旅倶楽部」の 新年会

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

1月 13日㊏･19日㊎･31日㊌
2月   4日㊐･16日㊎･22日㊍･24日㊏
1月 13日㊏･19日㊎･31日㊌
2月   4日㊐･16日㊎･22日㊍･24日㊏
1月 15日㊊･21日㊐
2月   2日㊎･10日㊏･12日㊊･18日㊐･28日㊌
1月 15日㊊･21日㊐
2月   2日㊎･10日㊏･12日㊊･18日㊐･28日㊌

■出発日■出発日 三国発三国発

三国発

福井発

福井発福井発

能登能登焼き牡蠣食べ放題焼き牡蠣食べ放題 若狭ふぐフルコースに舌鼓若狭ふぐフルコースに舌鼓若狭ふぐフルコースに舌鼓若狭ふぐフルコースに舌鼓
冬の味覚の王様！冬の味覚の王様！冬の味覚の王様！冬の味覚の王様！

（イメージ）（イメージ）

日帰り 兵庫

No.  D718

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

（イメージ）（イメージ）
DX

日帰り 福井

No.  D712
日帰り 石川

No.  D711

■行程■行程■旅行代金■旅行代金（大人） 9,900円（大人） 9,900円

2月 3日㊏･13日㊋･25日㊐2月 3日㊏･13日㊋･25日㊐■出発日■出発日

■最少催行人数20名　■昼食弁当付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食弁当付　■添乗員同行

1月 3日㊌･  6日㊏･
      7日㊐･  8日㊊･
      9日㊋･10日㊌

1月 3日㊌･  6日㊏･
      7日㊐･  8日㊊･
      9日㊋･10日㊌

■出発日■出発日

■行程■行程

外宮・内宮両参り外宮・内宮両参り
伊勢神宮初詣 

©伊勢志摩観光コンベンション機構©伊勢志摩観光コンベンション機構

©（公財）東京観光財団©（公財）東京観光財団

（出雲大社拝殿）（出雲大社拝殿）

■旅行代金■旅行代金（大人） 10,200円（大人） 10,200円

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

12月 7日㊍12月 7日㊍■出発日■出発日

■行程■行程

■旅行代金■旅行代金

（大人） 3日 正月特別公演 14,000円（大人） 3日 正月特別公演 14,000円
（大人） 5日、8日 　　　　13,500円（大人） 5日、8日 　　　　13,500円

■最少催行人数20名　■昼食弁当付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食弁当付　■添乗員同行

1月 3日㊌･ 5日㊎･ 8日㊊1月 3日㊌･ 5日㊎･ 8日㊊■出発日■出発日

■行程■行程

縁結びの神
福の神

なんばグランド花月で初笑いなんばグランド花月で初笑いなんばグランド花月で初笑い
住吉大社初詣住吉大社初詣住吉大社初詣住吉大社初詣

ととととなんばグランド花月で初笑いなんばグランド花月で初笑い
住吉大社初詣住吉大社初詣

とと

（3名1室）

31,800円
（3名1室）

31,800円
（2名1室）

33,800円
（2名1室）

33,800円
（4名以上1室）

29,800円
（4名以上1室）

29,800円

お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

（2名1室・枡席B） 53,800円（2名1室・枡席B） 53,800円
お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

■行程■行程

■行程■行程

■最少催行人数20名　■朝食1回、昼食1回、昼弁当1回、夕食1回付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■朝食1回、昼食1回、昼弁当1回、夕食1回付　■添乗員同行

1月 11日㊍1月 11日㊍■出発日■出発日

1泊2日
島根

No.  D716

（イメージ）（イメージ）

1泊2日
東京

No.  D717

（イメージ）（イメージ）

1泊2日
福井

No.  D719

金運・開
運金持神社参り 出雲大社で初詣出雲大社で初詣

福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国20：10 21：10

■最少催行人数20名  ■朝食1回、昼食1回、昼弁当1回、夕軽食1回付  ■添乗員同行  ■偶数人数でお申し込み下さい■最少催行人数20名  ■朝食1回、昼食1回、昼弁当1回、夕軽食1回付  ■添乗員同行  ■偶数人数でお申し込み下さい

1月 16日㊋1月 16日㊋■出発日■出発日

福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国21：00 22：00

両国国技館 両国国技館 両国国技館 両国国技館 大相撲初場所観戦大相撲初場所観戦大相撲初場所観戦大相撲初場所観戦

■旅行代金■旅行代金

（大人S席）

19,800円
（大人S席）

19,800円

12月12日出発 雪組公演

『ひかりふる路』
～革命家、マクシミリアン・ロベスピエール～

ミュージカル

『SUPER VOYAGER！』
－希望の海へ－

レヴュースペクタキュラー

≪主演≫望海風斗、真彩希帆

2月1日出発 花組公演

『ポーの一族』
ミュージカル・ゴシック

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

12月12日㊋ 
  2月  1日㊍
12月12日㊋ 
  2月  1日㊍

■出発日■出発日

■行程■行程

愛と夢と感動のステージ！愛と夢と感動のステージ！

宝塚歌劇

20
11/

≪主演≫明日海りお、仙名彩世

千本釈迦堂の大根焚き千本釈迦堂の大根焚き
京の師走の風物詩京の師走の風物詩

©石川県観光連盟©石川県観光連盟

2月 8日（木）2月 8日（木）

詳細は次号にてご案内します！詳細は次号にてご案内します！

まつや千千にて開催まつや千千にて開催

とと

ツアーバス安全運行
に対する取組み

TEL. 0776－73－0022
申込受付／9：00～18：00 月曜日～金曜日（祝日除く）

福井県知事登録旅行業第2－171号　（一社）全国旅行業協会会員旅行企画・実施

当社では、社団法人全国旅行業協会、公益社団法人日本バス協会等で定めた安全運行に関するガイ
ドラインに沿って、旅行企画・実施を行います。詳細は、ホームページ又はお電話でご確認ください。

福井県あわら市市姫5丁目17-20

総合旅行業務取扱管理者／松原淑裕

ホームページリニューアルしました。 
http://www.awarakanko.com

《三 国》えちぜん鉄道 三国駅
《芦 原》えちぜん鉄道 あわら湯のまち駅
《金 津》あわら観光㈱ 駐車場
《坂 井》JA花咲ふくい本店（坂井市役所前）
《丸 岡》大宮亭さん（駐車場予約制）
《福井北》福井北インター近く（駐車場予約制）

出発地のご案内

■《坂井》《丸岡》《福井北》は、あわら市以北へ向かうコースではご乗車できません。
■福井以南へ向かうコースは、乗車が可能なインターやサービスエリアがございます。詳しくはお問い合せください。

あわら観光バスは「セーフティバス」認定事業者です。 当社バスは「貸切バス事業者安全性評価認定制度」による認定事業者です。
これからも高いレベルでの安全確保への取り組みを行ってまいります。

ワンクラス上の
お食事をご用意DX

歩く距離が長い観光
施設が含まれます

●

● ●

カワモト
福井物産館様

ヤマト
運輸様

● ■
ローソン様

旧駐車場

至永平寺→
勝山方面　

駐車場

北
陸
自
動
車
道

北
陸
自
動
車
道

←至ワイプラザ
　福井様
←至ワイプラザ
　福井様 ＲＤＣ福井様ＲＤＣ福井様

《福井北》

福井北I.C福井北I.C 永平寺
大野道路
永平寺
大野道路

重立北重立北 福井北I.C南福井北I.C南

416


