
大人気！さくらんぼ狩り＆季節の花を愛でる旅…シーズン到来！山の旅

人気のイベントも最新テーマパークもおまかせ♪

旅館

5：30 6：30

福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国22：00 23：00

小豆島国際ホテル【泊】

中山農村歌舞伎

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北

の散策と昼食

約500匹の野生のサルが生息

歴史ある藁葺きの舞台 小豆島ふるさと村そうめんのはし分け見学

寒霞渓 小豆島を代表する景勝地

ホテル

昼

朝

夕

弁

お宿到着後エンジェルロードの散策も楽しめます自然動物園

小豆島オリーブ園

二十四の瞳映画村
1 6/

オリーブ園

三国・芦原・金津 6:556:30

21:05 21:30金津･芦原・三国

リー内レストランにて昼食 北斎が足繁く通った歴史ある街並みを散策

初夏の味覚・さくらんぼの食べ放題！

特産品のお買い物農産物産館 オランチェ

岩の原葡萄園

小布施

さくらんぼ狩り ３０分食べ放題！

日本最古のワイン蔵見学。ワイナ

三国・芦原・金津 7：056:40

17：45 18：10金津･芦原・三国

北陸随一の絶景ロードを徒歩で楽しむ好評イベント♪中宮料金所より各自

ご入浴＆ご昼食

全国白山神社の総本宮白山比咩神社

春のホワイトロードウォーク（約3時間）

ホテル八鵬

三国・芦原・金津 7：257：00

19：45 20：10金津･芦原・三国

尾根を目指します。黒菱ラインで八方池山荘へ。白馬八方尾根の雄大な自然や希少な花々を楽しみ

ながら八方池まで各自ハイキング。下山は八方アルペンラインで。

白馬八方尾根（約4時間20分）新ルートVラインで八方

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8：007:00

18：40 19：40福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

100種一万株が咲き誇る関西花の寺 ミニ会席

約100品種10万本のアジサイ園

丹州観音寺（あじさい寺）

卑弥呼 舞鶴

お買い物 舞鶴自然文化園 アジサイ園舞鶴港とれとれセンター

道の駅

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 7：006:00

18：30 19：30福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

総勢500名を超える平安絵巻さながらの優雅な行列がねり歩きます。

お買い物

葵祭

湯どうふをご賞味 フリーマーケット知恩寺 百万遍手作り市喜さ起

井筒 八つ橋本舗

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8：007:00

19：00 20：00福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

日本が誇る山岳景勝地・上高地。体力に合わせてウォーキングを楽しみながら、

上高地ならではの風景をご堪能ください。

中部山岳国立公園 上高地

（約3時間）

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8：007:00

20：50 21：50福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

にて大井宿しぶろく御膳をご賞味

お買い物

恵那 料理旅館いち川

茶臼山高原 芝桜まつり2017

南アルプス連峰をのぞむ22,000平方メートルの広大な敷地に40万株の芝桜が咲き誇ります

道の駅 どんぐりの里いなぶ

老舗料理旅館

日生港 大部港

福田港 姫路港

お猿の国

昭和にタイムスリップ

ウォーキング（往復約10キロ）

ご昼食 （約2時間）各自

三国・芦原・金津 8：057:40

19:35 20:00金津･芦原・三国美が次々に！小さな鉄道旅をお楽しみ下さい。

海の駅 蜃気楼

黒部峡谷トロッコ電車の旅

宇奈月→鐘釣（滞在約1時間）→宇奈月。北陸随一の絶景。目を見張る自然

お買い物 ホテルグラン

ミラージュメイン料理＋バイキング

三国・芦原・金津 7：457：20

福井北･丸岡･坂井･金津 7：457：10

金津･芦原・三国 19：4019：15

福井北･丸岡･坂井･金津 19：5019：15

ささら屋立山本店 お買い物

お買い物

弥陀ヶ原ホテル

立山あるぺん村

立山室堂 【雪の大谷ウォーク】

自由散策

と

京都御所周辺にて各自見学。

京湯どうふ

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 8：307:30

19：30 20：30福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国ブロックのファクトリーツアーやアトラクションなど

レゴランド®・ジャパン（約5時間）レゴ®

芝桜の苗芝桜の苗
プレゼント！プレゼント！

（イメージ）（イメージ）

2017年 春夏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

6月 13日㊋･19日㊊･24日㊏6月 13日㊋･19日㊊･24日㊏■出発日■出発日

7月 23日㊐･27日㊍
8月   4日㊎
7月 23日㊐･27日㊍
8月   4日㊎

■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程
（大人） 13,800円（大人） 13,800円

（イメージ）（イメージ）

日帰り 京都

No.  B702

（イメージ）（イメージ）

日帰り 長野

No.  B704

（イメージ）（イメージ）

日帰り 石川

No.  B706

（イメージ）（イメージ）

日帰り 富山

No.  B709
（イメージ）（イメージ）

日帰り 京都

No.  B710

■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

6月 23日㊎･28日㊌
7月　2日㊐
6月 23日㊎･28日㊌
7月　2日㊐

■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程
（大人） 9,900円（大人） 9,900円

信州さくらんぼ狩りと信州さくらんぼ狩りと信州さくらんぼ狩りと信州さくらんぼ狩りと
岩の原葡萄園岩の原葡萄園岩の原葡萄園岩の原葡萄園

■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） 8,900円（大人） 8,900円

■行程■行程

■料金■料金 （大人） 9,900円（大人） 9,900円

■行程■行程

■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

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程
（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

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程

■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

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程
（大人） 6,500円（大人） 6,500円

（イメージ）（イメージ）

日帰り 新潟･長野

No.  B701

5月5月■出発日■出発日

（イメージ）（イメージ）

日帰り 岐阜・愛知

No.  B703

（イメージ）（イメージ）

日帰り 長野

No.  B707
（イメージ）（イメージ）

日帰り 富山

No.  B708

7月 25日㊋･30日㊐
8月　3日㊍･19日㊏
7月 25日㊋･30日㊐
8月　3日㊍･19日㊏

■出発日■出発日

5月 15日㊊5月 15日㊊■出発日■出発日

■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

5月 24日㊌･30日㊋5月 24日㊌･30日㊋■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程

（大人）

12,900円
（大人）

12,900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

～南アルプス連峰をのぞむ花畑～

茶臼山高原芝桜まつり
～南アルプス連峰をのぞむ花畑～

茶臼山高原芝桜まつり

7月 17日㊊･21日㊎･26日㊌7月 17日㊊･21日㊎･26日㊌■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金（大人）    9,900円（大人）    9,900円
（小学生） 7,900円（小学生） 7,900円

■旅行代金■旅行代金（大人）    9,900円（大人）    9,900円
（小学生） 7,900円（小学生） 7,900円

（小学生） 7,900円（小学生） 7,900円

気軽に山岳ハイキング！ 

白馬八方尾根白馬八方尾根白馬八方尾根白馬八方尾根
1泊2日
香川

No.  B705

（イメージ）（イメージ）

（3名1室）　 33,800円（3名1室）　 33,800円
（2名1室）　 35,800円（2名1室）　 35,800円

（4名以上1室） 31,800円（4名以上1室） 31,800円お一人様お一人様

5月 31日㊌5月 31日㊌■出発日■出発日

■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

315/

～瀬戸内に浮かぶ～～瀬戸内に浮かぶ～～瀬戸内に浮かぶ～ オリーブ花咲くオリーブ花咲くオリーブ花咲く小豆島小豆島小豆島～瀬戸内に浮かぶ～ オリーブ花咲く小豆島

上高地ライナー

画像提供：
長野県観光機構

画像提供：
長野県観光機構

ホワイトロードウォークホワイトロードウォーク
春の春の白山白山 人気の山岳リゾートへお気軽に♪ 爽快！ 深緑の自然美！爽快！ 深緑の自然美！

黒部峡谷トロッコ電車

※雨天の場合、葵祭は翌日に順延になり、葵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、葵祭は翌日に順延になり、葵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。

※出発日は4月上旬頃決定予定。
　日程はお問合わせ下さい。
※出発日は4月上旬頃決定予定。
　日程はお問合わせ下さい。

■出発日■出発日 5月 3日㊌・  6日㊏・  8日㊊5月 3日㊌・  6日㊏・  8日㊊三国発三国発

5月 7日㊐・10日㊌・13日㊏5月 7日㊐・10日㊌・13日㊏福井北発福井北発

立山室堂立山室堂

■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

三国発

福井北発

「雪の大谷ウォーク」「雪の大谷ウォーク」

■行程■行程 ©2017 The LEGO Group.©2017 The LEGO Group.

■最少催行人数20名  ■食事なし  ■1DAYパスポート付  ■添乗員同行■最少催行人数20名  ■食事なし  ■1DAYパスポート付  ■添乗員同行

（イメージ）（イメージ）

日帰り 愛知

No.  B711

6月 11日㊐･18日㊐
7月   1日㊏･24日㊊･28日㊎
6月 11日㊐･18日㊐
7月   1日㊏･24日㊊･28日㊎

■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金
（大人）

14,500円
（大人）

14,500円
（3歳～小学生）

11,000円
（3歳～小学生）

11,000円

日本初上陸！日本初上陸！

へ行こうへ行こうレゴランド®レゴランド®・ジャパン・ジャパン



ニッポン満喫！の旅＆観劇ツアー

旅館

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北 9:208:20

21:00 22:00福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国

散策 力士達が名古屋で熱い戦いを繰り

広げる!18年ぶりの日本人横綱にも注目

宝善亭

大相撲 名古屋場所 三日目

和食膳

6：00 7：00

福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国20：20 21:20

三翠園【泊】

龍馬の生まれたまち記念館

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北

阿波牛しゃぶしゃぶランチ

鎌倉時代の仏像の宝庫といわれる

ホテル

昼

朝

夕

弁

第33番札所 雪蹊寺

高知城

みのだ亭

5 7/

4 7/

高知城歴史博物館の名城 土佐藩ゆかりの歴史資料の展示

5:35 6:00

金津･芦原・三国21：40 22：05

山形 天童温泉 ホテル王将【泊】

青森 石黒温泉 花禅の庄【泊】

岩手 花巻温泉 ホテル紅葉館【泊】三国・芦原・金津

東北随一の歴史と規模を誇る寺社

歴史ある火祭り。6日は受賞したねぶたがご覧になれます。

山形 花笠まつり〈観覧席付〉艶やかな衣装に笠を手にした踊り子が、繰り広げる群舞

秋田 竿燈まつり 勇壮な竿灯さばき！

ホテル

ホテル

ホテル
朝

昼

昼

朝

夕

弁

－

－

弁

朝街中が色鮮やかな七夕飾りで埋め尽くされる日本一の七夕まつり仙台 七夕まつり〈自由散策〉

宮沢賢治の世界を堪能宮沢賢治記念館 カッパ伝承のある淵カッパ淵

熊野大社 米沢牛丼のご昼食レストラン ヴェルデ

青森 ねぶた祭

5 8/

6 8/

7 8/

8 8/

伝承料理のご昼食伝承園 桂浜 高知を代表する景勝地

木造天守閣を持つ南海道随一

ひろめ市場

徳川園
三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北

三国・芦原・金津・坂井・丸岡・福井北9 7/

25 5/

料亭 番伊能登随一の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

　

お買い物

名勝 無鄰菴 Murin-an 近代日本庭園の傑作。明治・大正の元老 山縣有朋

川勝總本家 老舗京漬物店
18：50 19：50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 8：107：10

京懐石 吉泉 安井金比羅宮2014年から連続でミシュラン三ツ星を獲得。京都の伝統的な料理をご堪能の別荘

福井上空体験飛行（約20分）４人乗りのセスナ機に搭乗。

福井空港発、①東尋坊 ②福井市街地 のいずれかをお選びください。

福井が誇る老舗料亭でのお食事

とお買い物 （16:00頃）
ご指定の場所（1ヶ所）へお送りします

ご指定の場所（1ヶ所）へお迎えします（9：30頃）

隈研吾設計モダン割烹 開花亭sou-an

常山酒造開花亭 厨（KURIYA)“食のブティック”にてお買い物

茶楽 かぐや日本茶専門の茶房で甘味をどうぞ

酒蔵見学

縁切り縁結びとして有名

日本庭園の

（イメージ）（イメージ）

◆ 席のご案内 ◆
枡席A／砂かむり後方、飲食可
能な中で土俵に一番近い。
枡席C／枡席の中で最も後方。
4人のスペースを2人で利用。
イス席B／枡席Cの後方。正面
または向正面にあります。

ツアーバス安全運行
に対する取組み

TEL. 0776－73－0022
福井県あわら市市姫5丁目17-20 

申込受付／9：00～18：00
月曜日～金曜日（祝日除く）

総合旅行業務取扱管理者／松原淑裕

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

http://www.awarakanko.com

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。

真夏の競演！ 東北四大祭り真夏の競演！ 東北四大祭り真夏の競演！ 東北四大祭り真夏の競演！ 東北四大祭り

今や満員御礼は必至！今や満員御礼は必至！今や満員御礼は必至！今や満員御礼は必至！

大相撲名古屋場所大相撲名古屋場所大相撲名古屋場所大相撲名古屋場所 （イメージ）（イメージ）

日帰り 愛知

No.  B714
日帰り 石川

No.  B716
（イメージ）（イメージ）

日帰り 兵庫

No.  B715

Premium
あわら旅倶楽部 あわら旅倶楽部プレミアム

■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。
■《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。

《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》海の恵みさん（駐車場予約制）

出発地のご案内

と

■最少催行人数16名　■昼食付　■添乗員同行
■偶数人数でお申込み下さい（イス席除く）
■最少催行人数16名　■昼食付　■添乗員同行
■偶数人数でお申込み下さい（イス席除く） ■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■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

7月 11日㊋7月 11日㊋■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程

（枡席A）  23,500円（枡席A）  23,500円
（枡席C）  21,500円（枡席C）  21,500円
（イス席B）17,500円（イス席B）17,500円

1泊2日
高知

No.  B713（イメージ）（イメージ）

■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■最少催行人数20名　■朝食3回、昼食2回、昼弁当2回、夕食1回付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■朝食3回、昼食2回、昼弁当2回、夕食1回付　■添乗員同行

■行程■行程

3泊4日
秋田・岩手・青森・宮城・山形
No.  B712

（イメージ）（イメージ）■出発日■出発日 8月 5日㊏8月 5日㊏

お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

（4名1室）

89,000円
（4名1室）

89,000円
（3名1室）

90,500円
（3名1室）

90,500円
（2名1室）

92,000円
（2名1室）

92,000円

■出発日■出発日 7月 4日㊋7月 4日㊋

お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

（4名1室）　 34,800円（4名1室）　 34,800円
（3名1室）　 35,800円（3名1室）　 35,800円
（2名1室）　 37,800円（2名1室）　 37,800円

（5名以上1室） 33,800円（5名以上1室） 33,800円

大政奉還150年に沸く！大政奉還150年に沸く！

土佐高知城土佐高知城
龍馬が見守る龍馬が見守る

桂 浜桂 浜

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
5月 25日㊍
7月   9日㊐
5月 25日㊍
7月   9日㊐

■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金

（大人） S席

19,800円
（大人） S席

19,800円
■行程■行程

和食膳9：008：00 がんこ 三田の里
9：008：00 ランチバイキング宝塚ホテル

15：00開演～約3時間。S席にて観劇 福井北・丸岡・坂井・金津･芦原・三国22:00 23:00宝塚大劇場　

ミュージカルコメディ『幕末太陽傳』
Show Spirit『Dramatic“S”！』

5月25日出発 雪組公演
≪主演≫早霧せいな、咲妃みゆ

古代ロマン『邪馬台国の風』
レビュー・ファンタスティック 『Santê!!』
　　　　　　　　～最高級ワインをあなたに～

7月9日出発 花組公演
≪主演≫明日海りお、仙名彩世

ばく まつ たい よう でん

10月 21日㊏
　　  30日㊊
10月 21日㊏
　　  30日㊊

■出発日■出発日

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・三国劇をお楽しみください。15：30開演～約3時間

4年ぶりに行われるロングラン公演！偉大なる反戦

■旅行代金■旅行代金（大人） A席

16,800円
（大人） A席

16,800円
■行程■行程

1988年初演より
仲代達矢演じる
肝っ玉おっ母

［あわら旅倶楽部 プレミアム］ とは……
◆ 乗り物／京都：最新式中型バスをご用意。 福井：今夏導入最新式ジャンボタクシーをご用意。
◆ 車　内／車内では通常のホットコーヒーの他にお茶やジュースのソフトドリンクとビールも準備しております。
◆ 食　事／店構えやメニュー内容等こだわりの食事場所を厳選しました。

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員およびバスガイドまたは現地ガイド同行■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員およびバスガイドまたは現地ガイド同行

6月 26日㊊
7月 12日㊌
6月 26日㊊
7月 12日㊌

■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金（大人） 23,000円（大人） 23,000円
■行程■行程

京都の美食に出逢う！

ミシュラン三ツ星「京懐石吉泉」で味わう至福のひととき

京都の美食に出逢う！

ミシュラン三ツ星「京懐石吉泉」で味わう至福のひととき （イメージ）（イメージ）

日帰り 京都

No.  B717

■4～6名でお申込み下さい　■昼食付　■添乗員は同行しませんが研修を受けた乗務員がご案内します。
■出発地によっては追加料金が発生する場合がございます。
■出発日、出発地のご相談承ります。詳しくはお問い合せ下さい。

■4～6名でお申込み下さい　■昼食付　■添乗員は同行しませんが研修を受けた乗務員がご案内します。
■出発地によっては追加料金が発生する場合がございます。
■出発日、出発地のご相談承ります。詳しくはお問い合せ下さい。

7月5日㊌・14日㊎・19日㊌・20日㊍・24日㊊・28日㊎・31日㊊7月5日㊌・14日㊎・19日㊌・20日㊍・24日㊊・28日㊎・31日㊊■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金 （4名でお申込み）

32,000円
（4名でお申込み）

32,000円
（5名でお申込み）

28,000円
（5名でお申込み）

28,000円
（6名でお申込み）

25,000円
（6名でお申込み）

25,000円
お一人様お一人様

■行程■行程

セスナ機で福井上空体験飛行と

開花亭sou-anでのランチ
セスナ機で福井上空体験飛行と

開花亭sou-anでのランチ （イメージ）（イメージ）

日帰り 福井

No.  B718

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。

画像提供：（公財）高知県観光コンベンション協会画像提供：（公財）高知県観光コンベンション協会
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