
2018年 夏秋号話題のスポットへ！ ちょっと遠出の旅

爽やか！初夏の旅
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）
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伊吹山滋賀県の最高峰

赤鬼近江牛すき焼き御膳山頂からの眺めはまさに「絶景」。可愛いお花達がお出迎え

彦根城・キャッスルロード 見学と買物

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 18：1017：15

のどかの味処 みやちか 郡上鮎にこだわった

名もなき池（通称 モネの池）名画「睡蓮」にそっくりと話題の

長良川 ぶどう狩りスポット 道の駅ラステンほらど お買い物

絶景のロケーションでぶどうの食べ放題

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 19：5018：55

立山黒部アルペン

ルート通り抜け大自然を駆け抜ける！

■旅行代金■旅行代金（大人） 15,800円（大人） 15,800円

上高地帝国ホテル帝国ホテル伝統のフランス

上高地散策【滞在約4時間（食事時間含む）】日本を代表する景勝料理をご賞味

地。どこを切り取っても美しい景色が楽しめます

■旅行代金■旅行代金（大人） 11,900円（大人） 11,900円

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：256：30

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 20：3019：35

最古の国宝の城

蔵にて味噌や塩麹を使ったお料理 諏訪大社 上社本宮 信濃の国一ノ宮で参拝

松本城 五重六階の天守の中で日本平湯 あんき屋 飛騨名物・飛騨牛朴葉味噌定食

丸高蔵 千の水老舗味噌

旧開智学校 文明開化時代の小学校建築を代表する洋風校舎

白駒池・苔の森【約１時間30分】専門ガイドとともに苔を観察しながらトレッキング

伊吹山ドライブウェイ

三国・芦原・金津 7：006：40

金津･芦原・三国 21：2021：00

立山あるぺん村 お買い物

鮎料理を堪能

旅館

上諏訪温泉 RAKO華乃井ホテル【泊】
298/

308/

八州亭 和食膳

長瀞ライン下り長瀞の大自然を船上より 聖神社

お金の縁起の神様 秩父まつり会館秩父夜祭の屋台笠鉾展示

菓子屋横丁など温かい雰囲気の町並みを散策

ホテル

秩父温泉 ホテル美やま【泊】
110/

210/
小江戸 川越曼珠沙華の里 巾着田辺り一面が真紅に染まる 時の鐘や

銭神様とも呼ばれる 弁

夕

朝

昼

6：30

19：30

魔猿城名物かるかんの製造見学 長崎鼻薩摩半島の最南端に突き出た岬

ホテル

ホテル

指宿温泉 指宿シーサイドホテル【泊】

釜蓋神社 釜の蓋を頭にのせて願いが叶う！？ 特攻平和会館写真、遺書など遺品約4,500点などが展示 知覧武家知覧パラダイス

タイセイアネックス【泊】

南洲墓地西南戦争の悲劇を伝える県指定史跡 維新ふるさと館鹿児島の歴史を一目で 大河ドラマ館大河ドラマの世界観を体験

芦原温泉駅 鹿児島中央駅

芦原温泉駅鹿児島中央駅

屋敷 江戸中期に造られた庭園は国の名勝に指定 城山展望台 桜島をはじめ鹿児島市街地を一望 仙巌園 雄大な景観が美しい島津家の別邸

弁
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朝
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－

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 21：4020：45

三国・芦原・金津 6：406：20

金津･芦原・三国 21：0020：40

511/

611/

711/

鶏飯の郷土料理

（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

■行程■行程

8月 22日㊌･26日㊐
9月   6日㊍
8月 22日㊌･26日㊐
9月   6日㊍

■出発日■出発日

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

9月  4日㊋･11日㊋
　 15日㊏
9月  4日㊋･11日㊋
　 15日㊏

■出発日■出発日

■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

■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

10月 17日㊌･ 29日㊊10月 17日㊌･ 29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■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

8月 29日㊌8月 29日㊌■出発日■出発日

夏花のお出迎え
伊吹山と国宝彦根城
夏花のお出迎え
伊吹山と国宝彦根城

DX

日帰り 岐阜

No.  C802

（イメージ）（イメージ）日帰り 滋賀

No.  C801

（イメージ）（イメージ）

日帰り 長野

No.  C803

（イメージ）（イメージ）

絶品！ とと
長良川ぶどう狩り長良川ぶどう狩り

7月 24日㊋･ 28日㊏
8月 10日㊎･ 19日㊐
9月 19日㊌･ 23日㊐

7月 24日㊋･ 28日㊏
8月 10日㊎･ 19日㊐
9月 19日㊌･ 23日㊐

■出発日■出発日

（イメージ）（イメージ）日帰り 富山･長野

No.  B806
立山黒部
アルペンルート通り抜け
立山黒部
アルペンルート通り抜け
立山黒部
アルペンルート通り抜け
立山黒部
アルペンルート通り抜け

室堂 トロリーバス 大観峰 黒部平駅ロープウェイ

トロリーバス黒部湖駅 扇沢駅ケーブルカー 黒部ダム駅徒歩

上高地とと

帝国ホテルで優雅なひととき

（イメージ）（イメージ） 1泊2日
長野

No.  C804

（4名以上1室）

29,800円
（4名以上1室）

29,800円
（2～3名1室）

31,300円
（2～3名1室）

31,300円
お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

（4名以上1室）

29,900円
（4名以上1室）

29,900円
（3名1室）

31,900円
（3名1室）

31,900円
（2名1室）

33,900円
（2名1室）

33,900円
お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

真っ赤の絨毯 曼珠沙華とととと小江戸川越散策小江戸川越散策

国宝 とととと ～神秘的な美しさ～～神秘的な美しさ～苔の森松本城松本城松本城松本城

10月 1日㊊10月 1日㊊■出発日■出発日

（4名以上1室）

86,500円
（4名以上1室）

86,500円
（3名1室）

88,000円
（3名1室）

88,000円
（2名1室）

89,000円
（2名1室）

89,000円
お一人様お一人様

■旅行代金■旅行代金

11月 5日㊊11月 5日㊊■出発日■出発日

■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

■行程■行程

（イメージ）（イメージ） 1泊2日
埼玉

No.  C817

■旅行代金■旅行代金（大人） 9,500円（大人） 9,500円

■旅行代金■旅行代金（大人）

10,800円
（大人）

10,800円

写真提供：長野県観光機構写真提供：長野県観光機構

写真提供：佐久穂町写真提供：佐久穂町

写真提供：埼玉県観光課 撮影地/日高市写真提供：埼玉県観光課 撮影地/日高市

（イメージ）（イメージ） 2泊3日
鹿児島

No.  C818
西郷どんの故郷西郷どんの故郷西郷どんの故郷西郷どんの故郷鹿児島２泊３日の旅鹿児島２泊３日の旅鹿児島２泊３日の旅鹿児島２泊３日の旅

■最少催行人数20名  ■朝食2回、昼食1回、昼弁当1回、夕食1回付  ■添乗員同行  ■列車は普通指定席利用  ■あわら観光から芦原温泉駅までの送迎付き
■3名以上でお申込の場合、タイセイアネックでのお部屋は2部屋以上に分かれての宿泊となります　■運行バス会社：さつま交通
■最少催行人数20名  ■朝食2回、昼食1回、昼弁当1回、夕食1回付  ■添乗員同行  ■列車は普通指定席利用  ■あわら観光から芦原温泉駅までの送迎付き
■3名以上でお申込の場合、タイセイアネックでのお部屋は2部屋以上に分かれての宿泊となります　■運行バス会社：さつま交通

■行程■行程
写真提供：

公益社団法人 鹿児島県観光連盟
写真提供：

公益社団法人 鹿児島県観光連盟



日本の伝統文化を満喫！各地の祭と歴史探訪の旅 ちょっと優雅に…

しまなみ海道

輪島ねぶた温泉 海遊 能登の庄輪島朝市日本三大朝市

花嫁のれん館

旬の海鮮丼

能登・加賀・越中で始まった婚礼の風習「花嫁のれん」を展示

■旅行代金■旅行代金
（大人）

12,500円
（大人）

12,500円

高橋まゆみ人形館細やかな人間観察から生み出された人形を

ホテル ほていや 和食膳

ライン遊覧船 静かな湖面を優雅にティータイムクルーズ

野尻湖約100体展示 道の駅 ふるさと買い物

■旅行代金■旅行代金

（大人） 11,800円（大人） 11,800円

千里 阪急ホテル ランチバイキング

宝塚ホテル「ソラレス」本格派の洋食

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 8：357：20

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：557：00

■旅行代金■旅行代金（大人A席）

29,800円
（大人A席）

29,800円

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 19：5018：55

御園座 吉例顔見世 新しく生まれ変わった

劇場で歌舞伎を堪能。昼の部をA席にて

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：557：00

福井北・丸岡・金津 1：401：05Jリーグ観戦 ノエビアスタジアム神戸 19時キックオフ金津・丸岡・福井北 13：1512：40

シティホテル 青雲荘 大阪・堺の隠れ

岸和田だんじり祭り【滞在約4時間】名物「あなご」を使ったご昼食

見どころは、スピードと迫力のあるやりまわし！！ 勢いよく走りながら「だんじり（山車）」を

直角に向きをかえる、その迫力を体感

■旅行代金■旅行代金

（大人） 10,500円（大人） 10,500円

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：356：40

長楽館「御成の間」重厚な書院造「御成の間」を

かめや本家 湯葉料理

西尾

特別公開。明治期を代表する和洋折衷の住宅建築を堪能

上賀茂神社 本殿・権殿世界文化遺産・国宝の本殿と権殿を参拝

八ッ橋 別邸冷やしぜんざい＆八ッ橋の買い物など見どころ満載 飛騨物産館 買い物

■旅行代金■旅行代金
（大人）

12,000円
（大人）

12,000円

ひだホテルプラザ 飛騨の食文化満載の

秋の高山祭（八幡祭）【滞在約4時間（食事時間含む）】日本三大和食膳

美祭のひとつ。動く陽明門とも称されるほど美しい屋台の曳き揃えやからくり奉納

■旅行代金■旅行代金（大人） 8,900円（大人） 8,900円

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 7：557：00

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

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 19：1018：15

清水寺【第十六番礼所】慈悲を現す観音様の霊場としても有名

日月庵 京料理を堪能 六波羅蜜寺【第十七番礼所】

聖徳太子創建、生け花発祥の地

■旅行代金■旅行代金

（大人） 9,900円（大人） 9,900円

六角堂

頂法寺【第十八番礼所】

行願寺【第十九番礼所】 行円上人開基。「ねがい、行じる」思いを込め名付けられた寺

空也上人が開いた真言宗智山派の古刹

草津宿草津宿とは、東海道と中山道が分岐・

道の駅あいとう

合流する交通の要衝。案内人とともに江戸にタイムトリップした気分で歩きましょう♪

永源寺温泉 八風の湯 松花堂弁当の昼食と入浴

マーガレットステーション 買い物

■旅行代金■旅行代金（大人） 9,900円（大人） 9,900円

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 21：5020：55

魚介類を使用した約30種類のバイキング

その姿は、実に幻想的で優美

■旅行代金■旅行代金（大人） 9,900円（大人） 9,900円

福井駅東口・福井北・丸岡・金津 16：0015：10

金津･丸岡・福井北・福井東口 2：301：40

約3.5時間】涼しげな揃いの浴衣に編笠の間から少し顔を覗かせた

おわら風の盆

地の野菜や富山第一ホテル

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

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

三国・芦原・金津 7：207：00

三国・芦原・金津 6：306：10

金津･芦原・三国 19：4019：20 金津･芦原・三国 19：1018：50

98/

79/

福井北・丸岡・金津･芦原・三国20：05～
21：55
20：05～
21：55

21：00～
　22：50

【滞在

観光列車 のと里山里海号 奥能登と中能登を結ぶ観光列車。

能登の素材のスイーツと美しい里山里海の景色をご堪能

昼食 大山祇神社日本総鎮守と呼ばれる

倉敷アイビースクエア和定食

道の駅 多々羅しまなみ公園

倉敷

美観地区 倉敷川に白壁土蔵が映える美しい町並み

急流観潮船 日本三大急潮、来島海峡で急流体験

ホテル

ホテル椿館【泊】
209/

219/

来島海峡今治タオル 本店 約400種・2万点以上のアイテム

昼

夕

朝

昼

三国・芦原・金津・丸岡・福井北 6：255：30

福井北・丸岡・金津･芦原・三国 21：3020：35

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

夜の道後温泉本館（イメージ）夜の道後温泉本館（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　■夕食付　■添乗員同行

日帰り 石川

No.  C811
（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

9月 10日㊊9月 10日㊊■出発日■出発日

日帰り 長野

No.  C812
（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

8月 17日㊎
　   25日㊏
9月   2日㊐

8月 17日㊎
　   25日㊏
9月   2日㊐

■出発日■出発日

日帰り 兵庫

No.  C813
（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

日帰り 愛知

No.  C814
（イメージ）（イメージ）

■最少催行人数20名　■幕間弁当付　■添乗員同行

■行程■行程

10月 22日㊊10月 22日㊊■出発日■出発日

日帰り 兵庫

No.  C815

（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 ■行程■行程

9月 16日㊐9月 16日㊐■出発日■出発日

9月 1日㊏9月 1日㊏■出発日■出発日

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

9月 9日㊐・12日㊌
　21日㊎
9月 9日㊐・12日㊌
　21日㊎

■出発日■出発日

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

10月 10日㊌10月 10日㊌■出発日■出発日

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

9月 24日㊊9月 24日㊊
■出発日■出発日

■最少催行人数20名　■昼食付　■タオル、バスタオル付　■添乗員同行

■行程■行程

9月 14日㊎･ 20日㊍9月 14日㊎･ 20日㊍■出発日■出発日

■日程■日程

8月 11日㊏8月 11日㊏
ヴィッセル神戸vsジュビロ磐田ヴィッセル神戸vsジュビロ磐田
8月 15日㊌8月 15日㊌
ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島

■試合日程■試合日程

日帰り 大阪

No.  C805

（イメージ）（イメージ） 日帰り 富山

No.  C806
（イメージ）（イメージ）

日帰り 岐阜

No.  C807

（イメージ）（イメージ） 日帰り 京都

No.  C808

日帰り 滋賀

No.  C809

（イメージ）（イメージ） 日帰り 京都

No.  C810

■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

～東海道と中山道が出逢う町～～東海道と中山道が出逢う町～

案内人と歩く草津宿案内人と歩く草津宿

御園座 第四十九回

吉例顔見世

日本最大 怒涛の狂宴！ 日本最大 怒涛の狂宴！ 日本最大 怒涛の狂宴！ 日本最大 怒涛の狂宴！ 

岸和田だんじり祭り岸和田だんじり祭り岸和田だんじり祭り岸和田だんじり祭り
越中八尾 おわら風の盆越中八尾 おわら風の盆

豪華絢爛！豪華絢爛！秋の高山祭秋の高山祭秋の高山祭秋の高山祭
京都が守り続ける遺産を特別公開！

100年の歴史 とと100年の歴史 とと

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
【古都 京都】編【古都 京都】編【古都 京都】編【古都 京都】編第四弾

各寺の西国三十三所
草創1300年記念
「特別印」を頂こう!  

8月9日出発 花組公演（15時開演）
≪主演≫明日海りお、仙名彩世ミュージカル

『MESSIAH（メサイア）－異聞・天草四郎－』
ショー・スペクタキュラー
『BEAUTIFUL GARDEN－百花繚乱－』

9月7日出発 月組公演（13時開演）
≪主演≫珠城りょう、愛希れいかミュージカル

『エリザベート－愛と死の輪舞（ロンド）－』

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
8月 9日㊍
9月 7日㊎
8月 9日㊍
9月 7日㊎

■出発日■出発日

■旅行代金■旅行代金
【メインSS席又はバックＳＳ席】【メインSS席又はバックＳＳ席】 【ヴィッセルシート】【ヴィッセルシート】

（大人） 13,000円（大人） 13,000円
（小中学生） 9,000円（小中学生） 9,000円

（大人・小中学生同額）

15,500円
（大人・小中学生同額）

15,500円

写真提供：高山市写真提供：高山市

ⓒ（公社）びわこビジターズビューローⓒ（公社）びわこビジターズビューロー

9月 20日㊍9月 20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

■行程■行程

瀬戸大橋

（4名以上1室） 35,500円（4名以上1室） 35,500円
（3名1室）　　36,500円（3名1室）　　36,500円
（2名1室）　　38,500円（2名1室）　　38,500円

お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

道後温泉に
泊まる！

（イメージ）（イメージ）

1泊2日
岡山・愛媛
No.  C816

自然満喫・しまなみ島旅自然満喫・しまなみ島旅 番外編 Ｊリーグ観戦

野尻湖クルーズと野尻湖クルーズと野尻湖クルーズと
“昭和のふるさと”高橋まゆみ人形館“昭和のふるさと”高橋まゆみ人形館“昭和のふるさと”高橋まゆみ人形館
野尻湖クルーズと野尻湖クルーズと
“昭和のふるさと”高橋まゆみ人形館“昭和のふるさと”高橋まゆみ人形館


