
2018年 秋冬号お待たせしました！あわら旅倶楽部人気企画勢揃い!!

深紅に染まる秋の旅＆ほっこり冬の旅
あわら旅倶楽部のご案内あわら旅倶楽部のご案内あわら旅倶楽部のご案内

ツアーバス安全運行
に対する取組み

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。

《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
《丸 岡》大宮亭様（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

■《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。
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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。

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

ホームページからも
予約できます！

http://www.awarakanko.com

…歩く距離が長い
　観光が含まれます

…ワンクラス上の
　お食事をご用意

DX

お申し込みの際に詳しい旅行条件のご案内をお渡し致します。
事前にご確認の上、お申し込み下さい。

TEL.0776-73-0022
総合旅行業務取扱管理者／松原淑裕〒919-0621 福井県あわら市市姫5丁目17-20

9：00～18：00月曜日～金曜日（祝日除く）申込受付

あわら旅倶楽部は全てのコースであわら観光バスを利用します。
（他社のバスを利用する場合は別途各コースに記載）

LINE＠開設記念！ 大抽選会開催中!!
抽選に当たると

あわら旅倶楽部に使える 1,000円分のご利用券プレゼント!はじめました
おともだち
登録してね

西日本豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震において被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様のご無事と一日も早い復興をお祈り申し上げます。

11/22
まで

■旅行代金■旅行代金（大人） 11,800円（大人） 11,800円

■旅行代金■旅行代金（大人） 10,500円（大人） 10,500円

■旅行代金■旅行代金（大人 平日） 9,900円（大人 平日） 9,900円（大人 土日祝） 10,500円（大人 土日祝） 10,500円

鍬山神社 亀岡を代表する紅葉の名所

嵯峨野トロッコ列車 秋色に染まり始めた保津川和食膳の昼食

お買い物や寺院めぐりなど思い思いにお過ごしください

嵐山散策【各自散策 約90分】沿いの景色を眺めながらの約25分の列車の旅

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：557：00

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 20：0019：05

八ツ三館【滞在約3時間】飛騨古川にたたずむ料亭旅館。彩り鮮やかなお料理とお肌にトロリ

料理旅館特選館 あじか地域の特産品などのお買い物

道の駅 宙ドーム・神岡 買い物のアルカリの温泉入浴

■旅行代金■旅行代金

（大人） 10,500円（大人） 10,500円

金剛輪寺「血染めの紅葉」が浄土の世界へと導いてくれます

永源寺 もみじの里として

親しまれている寺院は赤や黄に色付いたモミジに包まれます

ひのや 永源寺名物「永源寺こんにゃく」と、ひのや名物「湯豆腐」をご賞味

国指定名勝庭園「蓬莱庭」では11月に咲く天然記念物「不断桜」と紅葉のコントラストが楽しめます　西明寺

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：056：10

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 17：5016：55

■旅行代金■旅行代金（大人）

14,000円
（大人）

14,000円
熊川宿ボランティアガイドの案内で情緒ある宿場町を散策

日本海さかな街買い物召し上がれ♪ 箸匠せいわ 研磨体験！！

さいば自家

養殖場をもつ宿だからできる新鮮なふぐ料理。てっさやてっちり、からあげのふぐ料理をはじめ、その他魚料理も！お腹いっぱい

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 9：058：10

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 18：3017：35

ひみ番屋街買い物や温泉など（温泉入浴別途600円）七尾市中島町にある牡蠣生産直売店にて焼き牡蠣食べ放題（約2時間）。牡蠣飯や牡蠣フライなどの一品料理も充実！！
芙蓉園 名勝庭園内にて比叡人気名物ゆば料理の昼食

八瀬もみじの小径

京つけもの 大安本店買い物高瀬川にかかる鮮やかな紅葉を堪能

ガーデンミュージアム比叡 花やハーブが咲く園内には、モネ、ルノワール、ゴッホなどの絵画が再現陶板で展示

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 8：157：20

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 20：2019：25

壮大な自然景観や京都市内の眺望を空中散歩でお楽しみ下さい叡山ロープウェイ・ケーブル

京料理 松正

■旅行代金■旅行代金（大人） 8,888円（大人） 8,888円

北陸地方のどこか… どこへ行くかはお楽しみ♪

ヒント：①老舗料亭○○○で豪華すき焼きのご昼食 ②○○蔵に寄り道！試食やおいしい 

○○を使ったあられをプレゼント！などなど

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 8：558：00

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 16：4015：45

三国・芦原・金津 8：007：40

金津･芦原・三国 19：2019：00

穴太寺【第二十一番礼所】病を取り除いてくれる「なで仏」が有名

京都・烟河地産野菜と石窯焼の和食膳

■旅行代金■旅行代金

（大人） 9,900円（大人） 9,900円

紅葉が有名。京都市街や比叡山を一望することができます

日本一の長さを誇る樹齢600年の｢遊龍の松（天然記念物）」と美しい善峯寺【第二十番礼所】

豆屋 黒兵衛黒ゴマ・竹炭のロールケーキが大人気‼

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：456：50

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 19：5018：55

気多大社 能登屈指の縁結びの名所。人と人の縁結びで知られ、全国から多くの人が参拝。 能登焼き牡蠣食べ放題

金津･芦原・三国 18：0017：40

丸岡･福井北･福井駅東口 18：0017：30

道の駅 のと千里浜買い物

（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）

11月 19日㊊･21日㊌11月 19日㊊･21日㊌■出発日■出発日

■行程■行程

（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

■行程■行程

■行程■行程

日帰り 京都

No.  D802

日帰り 石川

No.  D816

DX

日帰り 滋賀

No.  D801

（イメージ）（イメージ）

日帰り 京都

No.  D804

（イメージ）（イメージ）

11月 13日㊋11月 13日㊋■出発日■出発日

（イメージ）（イメージ）日帰り 京都

No.  D803
嵯峨野トロッコとと

嵐山散策
12月 2日㊐･14日㊎･19日㊌12月 2日㊐･14日㊎･19日㊌■出発日■出発日

1月 14日㊊・18日㊎･20日㊐･26日㊏･2月 2日㊏･14日㊍･18日㊊･24日㊐･26日㊋1月 14日㊊・18日㊎･20日㊐･26日㊏･2月 2日㊏･14日㊍･18日㊊･24日㊐･26日㊋

■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

（イメージ）（イメージ）

日帰り 福井

No.  D817

DXDX

（イメージ）（イメージ）

料理自慢の宿
飛騨古川・八ツ三館で過ごす
のんびり日帰り旅

料理自慢の宿
飛騨古川・八ツ三館で過ごす
のんびり日帰り旅

■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

11月 25日㊐･30日㊎
12月   4日㊋･11日㊋･15日㊏
  1月 13日㊐

11月 25日㊐･30日㊎
12月   4日㊋･11日㊋･15日㊏
  1月 13日㊐

■出発日■出発日

■行程■行程

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

12月 13日㊍･ 18日㊋12月 13日㊍･ 18日㊋■出発日■出発日

日帰り 岐阜

No.  D806

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

日帰り 北陸

No.  D805

（イメージ）（イメージ）

1泊2日
あわら

No.  A920

能登能登焼き牡蠣食べ放題焼き牡蠣食べ放題

てっちりで心と体もポッカポカてっちりで心と体もポッカポカてっちりで心と体もポッカポカてっちりで心と体もポッカポカ
フグ料理フグ料理フグ料理フグ料理冬の王様！冬の王様！冬の王様！冬の王様！

■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　■昼食付　■添乗員同行

■旅行代金■旅行代金（大人） 10,800円（大人） 10,800円

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

11月 16日㊎･17日㊏･22日㊍11月 16日㊎･17日㊏･22日㊍■出発日■出発日

叡山ケーブル・ロープウェイで行く！叡山ケーブル・ロープウェイで行く！紅に染まる近江路紅に染まる近江路

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

11月 24日㊏･28日㊌11月 24日㊏･28日㊌
■出発日■出発日

西国三十三所巡り西国三十三所巡り西国三十三所巡り西国三十三所巡り
【紅の西京】編【紅の西京】編【紅の西京】編【紅の西京】編第五弾

各寺の西国三十三所
草創1300年記念
「特別印」を頂こう!  

ミステリーツアーミステリーツアーミステリーツアーミステリーツアー

（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
2月 7日（木）2月 7日（木）

申込受付開始します！
詳細は次号にてご案内します！
申込受付開始します！
詳細は次号にてご案内します！

グランディア芳泉にて開催グランディア芳泉にて開催

■出発日■出発日 三国発三国発

1月 12日㊏･22日㊋･24日㊍･28日㊊･2月 5日㊋･10日㊐･16日㊏･22日㊎･28日㊍1月 12日㊏･22日㊋･24日㊍･28日㊊･2月 5日㊋･10日㊐･16日㊏･22日㊎･28日㊍福井発福井発

写真提供：石川県観光連盟写真提供：石川県観光連盟

三国・芦原・金津 8：208：00

福井駅東口･福井北･丸岡 8：308：00

三国発

福井発

くれないくれない

パチパチ料金 －8円

パチパチ



煌めく光の世界へ！ バスでラクラク♪初詣

不定期開催♪趣味応援ツアー

護王神社 2019年の干支イノシシが守る！ 足腰の健康にご利益

開運招福や商売繁盛のご利益。参拝後は祇園の街を散策

八坂神社・祇園

散策

■旅行代金■旅行代金

（大人） 12,000円（大人） 12,000円

【１２時３０分開演】漫才・落語と新喜劇！ 新年から笑いましょう♪

ナガシマリゾート【滞在約2時間】

なばなの里アウトレットや遊園地、天然温泉など各自自由にお過ごし下さい

世界を心ゆくまでお楽しみください♪

■旅行代金■旅行代金

（大人） 8,800円（大人） 8,800円
■旅行代金■旅行代金

（大人）

7,200円
（大人）

7,200円
三国・芦原・金津・丸岡・福井北 10：5510：00

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 11：5511：00

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 23：1022：15

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 0：1523：20

震災の記憶を永く後世に語り継いでいくと ともに、まちのさらなる魅力発信。復興の象徴

【滞在約4時間】

ともいえる荘厳な光の芸術をお楽しみ下さい。

■旅行代金■旅行代金（大人）

9,000円
（大人）

9,000円

第24回 神戸ルミナリエ

伊勢神宮 外宮新年の挨拶は外宮から。産業の守り

勢乃國屋 伊勢名物手こね寿しの昼食 伊勢神宮 内宮 開運や商運・

福徳を御祈願・・・ 食べ歩きや買い物などおかげ横丁

神に御祈願を

三国・芦原・金津 7：207：00

金津･芦原・三国 19：1018：50

宝塚ホテル「ザ・ガーデン」ランチバイキング

三田ホテル 「トレシーナ」ランチバイキング

宝塚大劇場公演時間約3時間 S席にて

■旅行代金■旅行代金

（大人S席）

19,800円
（大人S席）

19,800円

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：456：50

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 8：257：30

1412/

31/

福井北・丸岡・金津･芦原・三国20：15～
22：05
20：15～
22：05

21：10～
　23：00

ホテル送迎バス

大阪南港 名門大洋フェリー【船内泊】

新門司港 名門大洋フェリー【船内泊】世界遺産 大浦天主堂「潜伏」がなぜ終わったのかを示す構成資産。ステンドグラスの美しさは圧巻。 グラバー園長崎港を一望できるロケーションと歴史、文化に包まれるひとときを

西海橋コラソンホテル【泊】

九十九島めぐり遊覧船和定食の昼食後、名勝・九十九島南部を巡る遊覧船に乗船。船上からの景色をご堪能ください。

「光の王国」【滞在約5時間 各自見学】感動のイルミネーションをゆっくりとご堪能ください。（夕食は園内自由食）

ハウステンボス

ホテル 世界遺産 大野教会 外海地区・大野の潜伏キリシタンの信仰の中心(外観のみ） 世界遺産 出津教会 信者とド・ロ神父が力をあわせて完成させた教会 中華料理 四海楼 長崎ちゃんぽん発祥の店

往復フェリー
利用！

往復フェリー
利用！

新門司港

大阪南港

【滞在約2時間半】国内最大級のイルミネーション！圧倒的なキラメキに包まれる奇跡の

912/

1012/

1112/

812/ －
－

－
軽

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 15：1514：20

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 13：4012：45

－

昼

－

朝

昼

－

宮島口港 宮島港 宮島島内・ホテルみや離宮【泊】

広島平和記念公園原爆ドームなど

ホテル 世界遺産 嚴島神社平安時代の寝殿造りの粋を極めた日本屈指の名社を参拝後各自散策

倉敷美観地区 美観地区内のアイビースクエアにて

和定食の昼食後、風情ある街を各自散策

もみじ本陣かき鍋定食

朝

昼

弁

スマイルホテルプレミアム札幌すすきの【泊】

ホテル網走湖荘【泊】北海道の郷土料理、チャンチャン焼きの昼食 網走監獄博物館北海道開拓時代を伝える施設をガイドとともに

層雲峡観光ホテル【泊】旭山動物園生き生きとした動物たちの姿をご覧あれ 北の森ガーデン松尾ジンギスカン 旭川支店北海道名物！

寿し安寿司御膳

ホテル

ホテル

ホテル

銀河・流星の滝 日本の滝百選の名瀑 オホーツク・バザール

さっぽろ雪まつり≪大通会場≫70回目を迎える雪と氷の祭典！

天登山展望台 知床連山・オホーツク海など一望

122/

132/

142/ 流氷観光砕氷船「おーろら」氷原を割り進む大迫力！

112/

161/

171/

弁
－

朝
昼

朝
昼
夕

朝

昼

夕

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：356：40

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 19：4018：45

中部国際空港→新千歳空港

女満別空港→羽田空港→小松空港
朝

昼

昼

夕

昼

夕

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：256：30 三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：557：00

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 20：1519：20 福井北・丸岡・金津･芦原・三国 20：3519：40

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 6：556：00

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 23：2022：25

仙人露天岩風呂と渓谷美の宿【泊】

ホテル 善光寺 一生に一度お参りするだけで極楽塩屋醸造みそ蔵見学

信州そば蔵

高橋まゆみ館 表情豊かな人形がお出迎え

北斎作「八方睨み鳳凰図」

往生が叶うというお寺

山田温泉 風景館岩松院

油や和食膳

茶房 まめ家

よしもと祇園花月

812/

712/

（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）

ⓒ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

■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　■夕食弁当付　■添乗員同行
■ナガシマリゾートにて遊園地、温泉施設利用時は別途料金が必要です

日帰り 三重

No.  D811

■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

日帰り 京都

No.  D812
（イメージ）（イメージ）

■最少催行人数20名　■昼食弁当付　■添乗員同行

■行程■行程

1月 4日㊎･ 6日㊐1月 4日㊎･ 6日㊐■出発日■出発日

■行程■行程

1月 3日㊍･  5日㊏
 　  6日㊐･  7日㊊
 　  9日㊌･10日㊍

1月 3日㊍･  5日㊏
 　  6日㊐･  7日㊊
 　  9日㊌･10日㊍

■出発日■出発日

■行程■行程

■行程■行程

12月   1日㊏･  5日㊌･16日㊐
　　 17日㊊･21日㊎･22日㊏
12月   1日㊏･  5日㊌･16日㊐
　　 17日㊊･21日㊎･22日㊏

■出発日■出発日

12月  8日㊏12月  8日㊏■出発日■出発日

12月   7日㊎･  8日㊏
　　 15日㊏･16日㊐
12月   7日㊎･  8日㊏
　　 15日㊏･16日㊐

■出発日■出発日

■最少催行人数20名  ■朝食3回、昼食3回、昼食弁当1回、夕食2回付  ■添乗員同行  ■4名以上でお申し込みの場合、1日目のホテルは2部屋以上に分かれます
■北海道内運行予定バス会社：DO観光バス

日帰り 三重

No.  D807
（イメージ）（イメージ）

日帰り 兵庫

No.  D808
（イメージ）（イメージ）

雪の神秘雪の神秘さっぽろ雪まつりと

（4名以上1室）

48,800円
（4名以上1室）

48,800円
（3名1室）

49,800円
（3名1室）

49,800円
（2名1室）

50,800円
（2名1室）

50,800円
お一人様お一人様

■旅行代金■旅行代金
（4名以上1室）

36,800円
（4名以上1室）

36,800円
（3名1室）

39,800円
（3名1室）

39,800円
（2名1室）

42,800円
（2名1室）

42,800円

お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

（4名1室） 29,800円（4名1室） 29,800円
（3名1室） 30,800円（3名1室） 30,800円
（2名1室） 32,800円（2名1室） 32,800円

お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

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

■行程■行程

■行程■行程

1月 16日㊌1月 16日㊌■出発日■出発日

■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

12月 7日㊎12月 7日㊎■出発日■出発日

日帰り 兵庫

No.  D815
（イメージ）（イメージ）

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

12月14日出発 雪組公演（13時開演）
≪主演≫望海風斗、真彩希帆

ミュージカル 『ファントム』

1月3日出発 星組公演（15時開演）
≪主演≫紅ゆずる、綺咲愛理

スーパー・レビュー

『ＥＳＴＲＥＬＬＡＳ ～星たち～』

Once upon a time in Takarazuka
『霧深きエルベのほとり』

12月14日㊎
  1月  3日㊍
12月14日㊎
  1月  3日㊍

■出発日■出発日

■最少催行人数20名  ■朝食1回、昼食2回、昼軽食1回付  ■添乗員同行  ■フェリーは2等洋室（従来よりもプライベート空間を確保した2段ベッドタイプ）利用
■ハウステンボス入場券は｢散策チケット」をご用意(パークバス乗車券付、その他有料施設を利用の際は別途料金が必要）　■2名以上でお申し込みください

祝! 世界遺産登録
と

写真提供：広島県写真提供：広島県

光のアーチ
神戸ルミナリエ

■行程■行程

3泊4日
長崎

No.  D809

2月 11日㊊2月 11日㊊■出発日■出発日

（4名以上1室）

128,000円
（4名以上1室）

128,000円
（3名1室）

131,000円
（3名1室）

131,000円
（2名1室）

134,000円
（2名1室）

134,000円
お一人様お一人様

■旅行代金■旅行代金

■行程■行程

3泊4日
北海道

No.  D810

1泊2日
岡山・広島
No.  D813

1泊2日
長野

No.  D814

外宮・内宮両参り外宮・内宮両参り
伊勢神宮初詣 

祇園花月で初笑い祇園花月で初笑い
京都初詣京都初詣とと

西日本豪雨で被害の大きかった地域を訪れて、復興を応援しよう！

復興応援！ と

とと渓谷美の宿・山田温泉渓谷美の宿・山田温泉
長野・魅力たっぷり旅長野・魅力たっぷり旅

秘湯
に泊まろう！に泊まろう！に泊まろう！に泊まろう！

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

ⓒハウステンボス／C－6609ⓒハウステンボス／C－6609

ⓒKobe Luminarie O.C.ⓒKobe Luminarie O.C.

（イメージ）（イメージ）

夕食弁当付！夕食弁当付！

エストレージャス

千秋楽

正月公演


