
実りの季節！収穫の秋＆食欲の秋

ワクワク＆爽快！夏の旅＆熱く盛り上がる夏祭

ホテル

上山温泉 月岡ホテル【泊】

赤目四十八滝マイナスイオン滝めぐり赤目四十八滝マイナスイオン滝めぐり

伊賀の隠れ湯赤目温泉伊賀の隠れ湯赤目温泉
とととと

道の駅 あやま

対泉閣

津観音

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 6：456:00

19：35 20：20丸岡・坂井・金津･芦原・三国

を感じながらマイナスイオンの中を歩く心地よさを体感！

お買い物

いちじく狩り いちじくを園内食べ放題！（お土産付き）

赤目温泉 対泉閣

赤目四十八滝 マイナスイオン滝めぐり

ボタン鍋と秋の味覚たっぷりのお食事を

道の駅 白い森おぐに

山形県郷土館 文翔館 英国近世復興様式のレンガ造りの建物

会津若松城 別名鶴ヶ城。自由散策や壮大なスケールの若松城を堪能

ミニ会席のご昼食

数々の滝や渕、奇岩があり季節

ご入浴

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7：457:00

19：05 19:50丸岡・坂井・金津･芦原・三国

最大級のアウトレットセンター！ 約210もの著名ブランドでお買

ロサンゼルス市郊外の高級住宅地をイメージした関西

神戸三田プレミアム・アウトレット

漢字ミュージアム＆祇園散策

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7：457:00

18:55 19:40丸岡・坂井・金津･芦原・三国

できるようになった京都御所を見学

大自然を駆け抜けます

京都御苑 園の至るところで大きく育った

京都御所 年間を通じて見学が

京料理 美登幸 祇園にて京料理のご昼食

ピンクの百日紅がきれいに咲いています

ますのすし本舗 源本店

7：257:00

18:45 19:10金津･芦原・三国

22：05 22：30金津･芦原・三国

ガッタンゴー マウンテンバイクと廃線後の鉄路を組み合わせた新感覚の乗り物で

西洋膳処 まえだ 飛騨牛サーロインミニステーキ膳

飛騨古川 町並み散策 美しい町並みを散策

レールマウンテンバイク

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 15：1514:30

1：05 1：50丸岡・坂井・金津･芦原・三国

無形民俗文化財に指定される「郡上おどり」は徹夜おどりとして有名で一夜に

して数万人もの踊り客でにぎわいます

郡上市内 清らかな水と自然に育

まれた名産物の料理をご堪能 郡上八幡 徹夜おどり

福井駅東口･丸岡･坂井･金津 14：5014：00

0：20 1：10福井駅東口･丸岡･坂井･金津

涼しげな揃いの浴衣に編笠の間から少し顔を覗かせたその姿は

実に幻想的であり優美です いものしちゃおう♪

池田屋安兵衛商店

おわら風の盆（約3時間）富山の老舗薬屋でお買い物など

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7：457:00

19：05 19:50丸岡・坂井・金津･芦原・三国

松阪肉焼肉のご昼食

焼肉 一升びん 久居インターガーデン店三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7：356：50

18：25 19：10丸岡・坂井・金津･芦原・三国町並みが残る城下町でお買い物など

丹波栗拾い 丹波栗拾いの体験。

城下町散策

如月庵自分で拾った栗は1キロお土産でお持ち帰り♪

うどんをバス車内にてお渡しします

篠山名物

芋煮会フェスティバル 直径6メートルの大鍋で随一とされる庭園

作る量は約3万食。茶屋で山形名物芋煮汁を心行くまでお楽しみ下さい お買い物

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 8:157:30

三国・芦原・金津 5:555:30

18：45 19：30丸岡・坂井・金津･芦原・三国9店舗12商品から好きな商品をチョイス

魚松 近江牛と松茸のすき焼きが食べ放題！

彦根城下町でぐるっと食べ歩き

大池寺 蓬莱庭園一生分の近江牛と松茸が食べられる伝説の店

あわじ花さじき

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7：156：30

20：25 21：15丸岡・坂井・金津･芦原・三国花の島・淡路島を代表する花の公園を散策

野島断層保存 北淡震災記念公園

名物の蛸を使ったお料理を。野島断層保存館で地震の凄まじさと脅威を体感 道の駅 津かわげ「津餃子ドッグ」

東海道 関宿 散策 おやつに亀山三大銘菓「関の戸」。亀山みそ焼き

滋賀県でも

四番町スクエアで 朝

昼

弁

－
弁
夕

国の重要

昔ながらの

（約4時間）

芋煮会（イメージ）芋煮会（イメージ）露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

2017年 夏秋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！！

（3名1室）　 35,800円（3名1室）　 35,800円
（2名1室）　 36,800円（2名1室）　 36,800円

（4名以上1室） 34,800円（4名以上1室） 34,800円
お一人様お一人様■料金■料金

10月  4日㊌･ 9日㊊･20日㊎10月  4日㊌･ 9日㊊･20日㊎■出発日■出発日

■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、夕弁当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、夕弁当1回付　■添乗員同行

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

■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■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

（イメージ）（イメージ）

■料金■料金

日帰り 岐阜

No.  C703

8月 25日㊎
28日㊊

9月 10日㊐

8月 25日㊎
28日㊊

9月 10日㊐

■出発日■出発日 8月 26日㊏
9月   1日㊎･  7日㊍
8月 26日㊏
9月   1日㊎･  7日㊍

■出発日■出発日

■料金■料金

■行程■行程 ■行程■行程

日帰り 京都

No.  C702
日帰り 三重

No.  C701

（大人） 12,800円（大人） 12,800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

8月 22日㊋
24日㊍

8月 22日㊋
24日㊍

■出発日■出発日

■料金■料金

■行程■行程
（大人） 9,900円（大人） 9,900円（大人） 10,900円（大人） 10,900円

（イメージ）（イメージ）

9月 16日㊏9月 16日㊏■出発日■出発日

169/

179/

百日紅咲く百日紅咲く百日紅咲く百日紅咲く京都御苑と京都御苑と京都御苑と京都御苑と
魅力再発見！漢字ミュージアム
さるすべりさるすべりさるすべりさるすべり

百日紅咲く京都御苑と
魅力再発見！漢字ミュージアム
さるすべり

三国･芦原・金津

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

旧鉄道の線路を自転車で走る 新アクティビティ

爽快♪レールマウンテンバイク
ガッタンゴー

旧鉄道の線路を自転車で走る 新アクティビティ

爽快♪レールマウンテンバイク
ガッタンゴー

旧鉄道の線路を自転車で走る 新アクティビティ

爽快♪レールマウンテンバイク
ガッタンゴー

旧鉄道の線路を自転車で走る 新アクティビティ

爽快♪レールマウンテンバイク
ガッタンゴー

（イメージ）（イメージ）

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

（イメージ）（イメージ）

■料金■料金

日帰り 兵庫

No.  C706

8月 13日㊐
16日㊌

8月 13日㊐
16日㊌

■出発日■出発日 9月 1日㊎9月 1日㊎■出発日■出発日

■料金■料金

■行程■行程 ■行程■行程

日帰り 富山

No.  C705
日帰り 岐阜

No.  C704

（大人） 8,600円（大人） 8,600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

8月 9日㊌･12日㊏･17日㊍
20日㊐･29日㊋

8月 9日㊌･12日㊏･17日㊍
20日㊐･29日㊋

■出発日■出発日

■料金■料金

■行程■行程
（大人） 6,900円（大人） 6,900円（大人） 8,500円（大人） 8,500円

（イメージ）（イメージ） 「おわら風の盆」「おわら風の盆」「おわら風の盆」「おわら風の盆」
400年の歴史を誇る

郡上八幡徹夜おどり郡上八幡徹夜おどり
人気ブランド目白押し！
三田アウトレット
人気ブランド目白押し！
三田アウトレット
人気ブランド目白押し！
三田アウトレット
人気ブランド目白押し！
三田アウトレット

（イメージ）（イメージ）

■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■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

料理イメージ
（写真は2人前です）

料理イメージ
（写真は2人前です）

■料金■料金

日帰り 三重

No.  C709

9月 11日㊊･19日㊋･24日㊐9月 11日㊊･19日㊋･24日㊐■出発日■出発日 8月 31日㊍
9月   6日㊌
8月 31日㊍
9月   6日㊌

■出発日■出発日

■料金■料金

■行程■行程 ■行程■行程

日帰り 兵庫

No.  C708
日帰り 兵庫

No.  C707

日帰り 滋賀

No.  C710

（大人） 12,800円（大人） 12,800円

■料金■料金（大人） 14,800円（大人） 14,800円

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

9月 12日㊋
27日㊌

9月 12日㊋
27日㊌

■出発日■出発日

■料金■料金

■行程■行程
（大人） 12,900円（大人） 12,900円（大人） 13,500円（大人） 13,500円

（イメージ）（イメージ）

丹波栗拾い とと
城下町散策

淡路島いちじく狩り
食べ放題！
淡路島いちじく狩り
食べ放題！
淡路島いちじく狩り
食べ放題！
淡路島いちじく狩り
食べ放題！

美し国三重美し国三重美し国三重
うまうまうま

美し国三重
うま

食べめぐり♪ツアー食べめぐり♪ツアー
満腹

間違いなし
！

満腹
間違いなし

！

とと松茸・近江牛のあばれ食い松茸・近江牛のあばれ食い
彦根城下町でおいしく食べ歩き！彦根城下町でおいしく食べ歩き！

芋煮会山形の
ソウルフード
山形の

ソウルフード第29回 1泊2日
山形

No.  C711

～叙情豊かな幻想世界～ ～叙情豊かな幻想世界～ ～叙情豊かな幻想世界～ ～叙情豊かな幻想世界～ 

DX

（イメージ）（イメージ）
DX



文化の秋･芸術の秋を愉しむ

ご出発まで厳美渓の散策

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7：256:40

丸岡・坂井・金津･芦原・三国

朝

昼

－

時代祭鉢料理をご賞味

大徳寺大仙院 大徳寺大慈院 泉仙有名な枯山水庭園 精進鉄

時代祭時代祭大徳寺精進料理大徳寺精進料理とととと

毎年10月22日に行われる平安神宮の祭。山国隊の奏する笛、太鼓の音色を

先頭に約2,000名、約２キロにわたる行列が京のまちを練り歩きます 18:15 19:00丸岡・坂井・金津･芦原・三国

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7：156:30

華厳宗大本山 東大寺

感じ無心に。心のリラクゼーション♬ （写経されたものは持ち帰ります）

写経を通じて自己を鍛錬! 呼吸だけを

浄瑠璃寺 季節ごとの山野草を楽しめる花の寺

奈良名物柿の葉寿しとそうめんの昼食

18:45 19:30丸岡・坂井・金津･芦原・三国

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 6：556：10

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7:457:00

18：15 19:00丸岡・坂井・金津･芦原・三国

23：15 0:00丸岡・坂井・金津･芦原・三国

にて。11：00開演～約3時間30分

錦秋名古屋 顔見世 昼の部を一等席

78/

189/

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 7：457:00

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 8:157:30

料亭 番伊老舗料亭にてご昼食

能登演劇堂ロングラン公演「肝っ玉

おっ母と子供たち」

能登食祭市場

　

旅館

万座温泉 日進館【泊】

りんご狩り マンズワイン小諸ワイナリー

桜井甘精堂 北斎亭 横手山
19:45 20:10金津･芦原・三国

三国・芦原・金津 8:057:40

湖北五山 初山宝林寺

湖北五山 方広寺

旅館 おんな城主直虎大河ドラマ館

三国・芦原・金津・坂井・丸岡 8：057:20 舘山寺温泉 開華亭【泊】ホテルリステル浜名湖 湖北五山 摩訶耶寺

18：45 19：30

フラワーパーク港

敦賀港

秋田港

みをつくし桟橋

湖北五山 龍潭寺 東海一の名園

栗おこわ料理

草津温泉 湯畑散策

浜松市内うな重のご昼食

－
昼
夕

－
昼
夕
朝
昼
－

ホテル

厳美渓温泉 いつくし園【泊】

三沢シティホテル

十和田湖 子ノ口 名物きりたんぽ 奥入瀬渓流 錦秋の世界が楽しめます

三沢から飛び立った偉業！ミス・ビートル号の展示

新日本海フェリー【船内泊】

むつグランドホテル【泊】

ホテル大和 朝食 康楽館 芝居小屋を見学

青森県立三沢航空科学館

十和田湖を代表する展望台発荷峠展望台

日本三大霊場 恐山菩提寺 硫黄臭が立ちこめ、荒涼とした風景はまさに秘境

旅館

山形名物・芋煮をご賞味

蔵王御釜

山形県観光物産館

五色沼とも呼ばれ、紅葉シーズンは特に絶景です

朝

昼

－

－

夕

朝

昼

夕

朝

昼

弁

総本家平宗 奈良店

13時または15時開演～約3時間。S席にて 20：15～
22：15
20：15～
22：15

21：00～
23:00丸岡・坂井・金津･芦原・三国宝塚大劇場

松花堂弁当劇場内レストラン

ランチバイキング三田ホテル レストラン トレシーナ

511/ 三国・芦原・金津・坂井・丸岡 9：058：20 彩り豊かな和食膳白雪ブルワリーレストラン 長寿蔵

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

厳美渓（イメージ）厳美渓（イメージ）

奥入瀬（イメージ）奥入瀬（イメージ）

恐山（イメージ）恐山（イメージ）

初めての方･
筆が苦手な方
でも大丈夫！

10月 21日㊏･30日㊊

ありがとう金山！歌舞伎5周年ありがとう金山！歌舞伎5周年

お一人様お一人様

お一人様お一人様

お一人様お一人様

（3名1室）　 25,800円（3名1室）　 25,800円
（2名1室）　 26,800円（2名1室）　 26,800円

（4名以上1室） 24,800円（4名以上1室） 24,800円

日帰り 京都

No.  C713
日帰り 岐阜

No.  C703

19
10/

18
10/

23
10/

24
10/

25
10/

26
10/

■料金■料金

（大人S席）19,800円（大人S席）19,800円

8月7日出発 月組公演
『ALL FOR ONE』
～ダルタニアンと太陽王～

異説三銃士
≪主演≫珠城りょう

愛希れいか

9月18日出発 宙組公演
『神々の土地』
～ロマノフたちの黄昏～

ミュージカル・プレイ

『クラシカル ビジュー』レヴューロマン

≪主演≫朝夏まなと

11月5日出発 星組公演
『ベルリン、わが愛』ミュージカル

『Bouquet de TAKARAZUKA』タカラヅカレビュー90周年

≪主演≫紅ゆずる
綺咲愛里

（イメージ）（イメージ）

日帰り 石川

No.  B716

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

10月 21日㊏･30日㊊■出発日■出発日

■行程■行程

（イメージ）（イメージ）日帰り 兵庫

No.  C715

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

8月  7日㊊
9月18日㊊
11月  5日㊐

8月  7日㊊
9月18日㊊
11月  5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）

■出発日■出発日 10月 22日㊐10月 22日㊐■出発日■出発日 8月 23日㊌･27日㊐
9月   5日㊋
8月 23日㊌･27日㊐
9月   5日㊋

東大寺で写経体験東大寺で写経体験

■料金■料金（大人） 12,800円（大人） 12,800円
■料金■料金 （大人）

10,500円
（大人）

10,500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

■最少催行人数20名　■朝食1回、昼食2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2回、夕食1回付　■添乗員同行

■行程■行程

■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

■出発日■出発日 10月 23日㊊10月 23日㊊

■最少催行人数20名　■朝食3回、昼食3回、夕食2回、夕弁当1回付　■添乗員同行
■フェリー船室は2段ベッドのお部屋利用

■行程■行程

日帰り 京都･奈良

No.  C712

（イメージ）（イメージ）
（イメージ）（イメージ）

■出発日■出発日 9月 8日㊎･20日㊌9月 8日㊎･20日㊌
■料金■料金

（3名1室）　 78,800円（3名1室）　 78,800円
（2名1室）　 80,800円（2名1室）　 80,800円

（4名以上1室） 76,800円（4名以上1室） 76,800円
■料金■料金

（イメージ）（イメージ）

日帰り 愛知

No.  C714

■最少催行人数20名　■昼食弁当（幕間）付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■昼食弁当（幕間）付　■添乗員同行

10月 2日㊊
15日㊐

10月 2日㊊
15日㊐

■出発日■出発日

■行程■行程

（大人）一等席

27,800円
（大人）一等席

27,800円

■料金■料金

錦秋名古屋 顔見世錦秋名古屋 顔見世錦秋名古屋 顔見世錦秋名古屋 顔見世錦秋名古屋 顔見世錦秋名古屋 顔見世

≪演目≫

一、恋女房染分手綱
重の井

こいにょうぼうそめわけたづな

三、蜘蛛絲梓弦
片岡愛之助五変化相勤め申し候

くものいとあずさのゆみはり
二、番町皿屋敷

ばんちょうさらやしき

中村壱太郎、中村松江、
中村亀鶴、片岡愛之助 ほか

〈出演予定者〉

能登演劇堂ロングラン公演

肝っ玉おっ母と
子供たち
～仲代達矢が偉大なる
反戦劇に再び挑む！～

9:10 9:35三国･芦原・金津

21:4021:15 金津･芦原・三国15：30開演～約3時間

4年ぶりに行われるロングラン公演！

■旅行代金■旅行代金（大人） A席

16,800円
（大人） A席

16,800円

一度は行きたい！一度は行きたい！一度は行きたい！一度は行きたい！

～直虎ゆかりの地めぐり～～直虎ゆかりの地めぐり～浜松湖北五山浜松湖北五山

名湯万座温泉と万座温泉と万座温泉と万座温泉と信州りんご狩り信州りんご狩り信州りんご狩り信州りんご狩り

1日目

2日目

（3名1室）　 34,300円（3名1室）　 34,300円（2名1室） 35,800円（2名1室） 35,800円
（4名以上1室） 32,800円（4名以上1室） 32,800円

■最少催行人数20名　■朝食1回、昼食2回、夕食1回付　■添乗員同行

■行程■行程

写真提供：浜松市写真提供：浜松市■出発日■出発日 10月 18日㊌10月 18日㊌

■料金■料金

※雨天の場合、時代祭は翌日に順延に
なり、時代祭は観覧できませんが内
容を変更して出発します。
（当日判断）
※有料観覧席も販売しております。
詳しくはお問い合わせ下さい。

※雨天の場合、時代祭は翌日に順延に
なり、時代祭は観覧できませんが内
容を変更して出発します。
（当日判断）
※有料観覧席も販売しております。
詳しくはお問い合わせ下さい。

1泊2日
長野･群馬
No.  C717

1泊2日
静岡

No.  C718

3泊4日
秋田・青森・岩手・山形
No.  C719北東北紅葉めぐり秘境・恐山と

十和田奥入瀬
北東北紅葉めぐり秘境・恐山と
十和田奥入瀬
北東北紅葉めぐり秘境・恐山と
十和田奥入瀬
北東北紅葉めぐり秘境・恐山と
十和田奥入瀬

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

ご本山へのお骨納めに
あわら観光バス・ジャンボタクシーを
ご利用ください。

ご本山へのお骨納めに
あわら観光バス・ジャンボタクシーを
ご利用ください。

お食事の手配も合わせて承ります。
お気軽にご相談ください。

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。

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。

《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）

出発地のご案内

■《坂井》《丸岡》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。
■諸事情により現在《福井北》からのご乗車を中止しており
ます。何卒ご了承下さい。

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

ワンクラス上のお食事をご用意
DX

出発決定日


