
（株）
TEL.0776-73-0022

旅行企画・実施 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

〒919-0621  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

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。

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）

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。貸切バス事業者安全性評価認定

出発地のご案内

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。

ツアーバス安全運行
に対する取組み

《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）
《福 井》福井インター近く鳥八駐車場
《福井駅》福井駅東口（一部コースに限ります）
■�《丸岡》《福井北》《福井》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（北鯖江PAなど）。詳しくはお問い合せください。

…朝軽食を
　ご用意

…歩く距離が長い
　観光が含まれます

DX …ワンクラス上の
　お食事をご用意

申込受付 月曜日〜金曜日（祝日除く）9:00〜 18:00
土曜日 9:30〜 18:00

■国内旅行を対象に旅行代金の1/2相当額が支援されます（支援金には上限があります）。
■支援金の受領について：
　�国からの支援金はお客さんに対して支給されます。当社は、支援金をお客さんに代わって受領（代理受領）
いたしますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただき
ます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社によ
る代理受領についてご了承のうえお申込みください。
※補助金予算が上限に達し次第、割引販売を終了させていただきます。
※�キャンペーン期間中に支援金の割引率など利用条件が変更になる可能性があります。予めご了承ください。

GoToトラベルキャンペーンのご案内

もっと旅が好きになる。

滋賀

No. A101
日帰り

兵庫

No. A106
日帰り岐阜

No. A105
日帰り

京都

No. A102
日帰り

あわら旅倶楽部 2021年  春号

新潟

No. A107
日帰り

石川・富山

No. A103
日帰り 富山・岐阜

No. A104
日帰り

延長決定！
全コースが割引対象です。

もっと旅が好きになる。

7：30

7：40

7：00 8：05

6：30
7：30

10：40

17：45

19：55
18：45 23：20

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

三国・芦原・金津

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井
三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

三国・芦原・金津

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

金津・芦原・三国

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国
福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 金津・芦原・三国

岡崎十石舟めぐり（桜が彩る琵琶湖疎水。約3kmの船の旅）

京つけもの大安（買い物）

道の駅�桜の郷�荘川（買い物）

東山和み館�玄（昼食）

8：35

�8：00

�7：35
8：35

�11：00

18：40 19：40

19：30

18：35

19：10

21：00
19：50 23：40

華麗な桜のトンネル

海津大崎ウォーキング

桜が織りなす絶景を求めて
のと鉄道・のとさくら駅と
高岡古城公園

〜遅い春を探して〜
倶利伽羅さんの八重桜と
樹齢500年に迫る巨桜 荘川桜

華やかに彩る桜巡り
南禅寺と岡崎十石舟

【日本三大夜桜】
高田城百万人
観桜会

名城めぐり

白亜に輝く 姫路城

樹齢1500余年を
誇る孤高の桜

「淡墨桜」

■出発日 4月8日㊍・11日㊐・13日㊋

■出発日 4月9日㊎・12日㊊ ■出発日 4月25日㊐・28日㊌

■出発日 4月8日㊍・10日㊏

■出発日 4月6日㊋・14日㊌

■出発日 3月30日㊋
4月 1日㊍・3日㊏

■出発日 4月4日㊐・7日㊌

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行 ■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

■最少催行人数12名　■朝軽食・昼食付　■添乗員同行

■最少催行人数12名　■夕食付　■添乗員同行
■最少催行人数12名　■朝軽食・昼食付　■添乗員同行
■ガイド案内は、姫路城のみです。■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

桜紀行！！待ち遠しい春の旅♪

マキノ高原（ソメイヨシノ・八重桜など約1000本の桜）

倶利伽羅さんの八重桜（約6000本の八重桜）

奥琵琶湖マキノグランドパークホテル（昼食）

白川郷（合掌造り集落の散策）

海津大崎（約100選!華麗なソメイヨシノの桜のトンネル）

夢乃そば（昼食）墨俣一夜城址公園（観光）
姫路城・好古園【滞在約３時間】（白亜の名城をボランティア大垣城（観光） 淡墨桜（樹齢 宇喜世（夕食）

第96回�高田城百万人観桜会【滞在約2時間】

春日神社（観光）
ガイドがご案内）1500年の桜）

麦とろ�大垣本店（昼食）

マキノピックランド（買い物）

御食事処�花ごぜん（昼食）

の奇跡の桜）

南禅寺（約200本の桜が三門周辺を彩る）

7：40

19：00 19：20

三国・芦原・金津

金津・芦原・三国

�8：00 高岡古城公園（さくら100選にも選定される桜の名所）

割烹しげはま（昼食）

和倉温泉お祭り会館（観光）

のと鉄道�のと里山里海号列車
（観光列車から桜の名所をご堪能）

荘川桜（樹齢500年

福島・岩手・秋田・青森

No. A121

3泊4日

■最少催行人数12名　■朝食4回(うち1回軽食弁当)、昼食4回(うち1回弁当)、夕食4回(うち1回弁当)付　■添乗員同行　■3名以上で参加の場合は、ルートイン能代は2部屋以上に分かれてのご宿泊となります。　■JRは普通指定席利用

4/18

4/19

4/20
朝

昼

4/21

■出発日 

　4月18日㊐

桜前線北上中！東北さくらの名所めぐり

6：00

22：20

三国・芦原・金津

金津・芦原・三国

穴原温泉 山房月ノ瀬【泊】

繋温泉 ホテル大観【泊】

ホテルルートイン能代【泊】

鶴ヶ城（観光）

石割桜（岩を割って生えている！樹齢360年の桜）

6：20

22：40

旅館

旅館

ホテル

角館武家屋敷通（みちのく三大桜名所）

弘前公園（みちのく三大桜名所）【滞在たっぷり約2時間半】

秋田まるごと市場（昼食と買い物）

弘前市内（昼食）

千秋公園（桜100選） 松風庵（夕食）

北上展勝地公園（みちのく三大桜名所）

三春滝桜（日本三大桜のひとつ）

夕

夕

弁

中尊寺（参拝） 平泉レストハウス（昼食）

大宮駅
(乗換)

金沢駅新青森駅

朝

昼

静岡

No. A122

2泊3日

■出発日
　2月23日㊋

■最少催行人数12名　■朝食3回(うち1回軽食弁当)、昼食3回(うち1回弁当)、夕食2回付　■添乗員同行

河津桜といちご狩り
伊豆マリオットホテル修善寺に泊まる！

早春の伊豆３日間

2/23 弁

2/24
朝

昼

夕

2/25
朝

昼

6：30

19：45

伊東温泉 ホテル暖香園【泊】

修善寺温泉 伊豆マリオットホテル修繕寺【泊】

第77回熱海梅園梅まつり（日本で最も早咲きの梅として有名）

金目亭（昼食）

7：35

20：50

稲取温泉�雛のつるし飾りまつり

いちご狩り
浄蓮の滝
三島スカイウォーク（日本最長の富士を望む大吊橋）

第31回河津桜まつり（ピンク色に広がる河津桜は

竜宮海鮮市場（買い物）

圧巻の景色）

沼津グルメ街道の駅
寿司和食ひろちゃん（昼食）

道の駅�伊東マリンタウン（買い物）

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

ホテル

ホテル

夕

三春滝桜（イメージ）

穴水駅

和倉温泉駅

道の駅あなみず（買い物）

弁
夕

朝

昼

みなさまに安心してご利用いただけるよう、当社
の貸切バスは、新型コロナウイルス対策において
「福井県一」を目指しております。

　◆抗菌効果抜群の光触媒コーティングを車内に施工
　◆社内の飛沫感染防止用アクリル板の設置
　　（お客様の座席背面およびお客様と運転席の間）
　◆自動式消毒スプレー（噴霧器）の設置

《その他取り組み》
■ バス・タクシー車内の消毒を徹底します。また社内に消毒液

を設置します。
■休憩中や各施設滞在中に車内換気を実施します。
■ エアコンを「外気導入固定運転」に設定し、約５分間で各座

席に新しい空気が行き渡るようにします。
■ 運転手および添乗員の出勤前の検温とマスクの着用を徹底し

ます。
■ お客様には、乗車前の検温とマスクの着用にご協力をお願い

します。
■ 当面の間、参加人数をバス乗車定員の概ね半数としてツアー

を実施します。
■�おひとり様２座席利用。お客様同士が十分な距離を保て

るよう座席の配置に配慮します。
　（食事施設や各観光施設においても同様の対応をお願いします。）

新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組み

弘前公園（イメージ）

当社独自の取り組み

第４弾

旅行代金 15,000 円
割引額 5,250 円

地域共通クーポン 2,000 円

お支払い実額（大人） 9,750 円

旅行代金 12,000 円
割引額 4,200 円

地域共通クーポン 2,000 円

お支払い実額（大人） 7,800 円

旅行代金 16,000 円
割引額 5,600 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 10,400 円

旅行代金 16,000 円
割引額 5,600 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 10,400 円

旅行代金 13,000 円
割引額 4,550 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 8,450 円

旅行代金 130,000 円 135,000 円 140,000 円
割引額 42,000 円

地域共通クーポン 18,000 円
お支払い実額

（お一人様あたり）
4名以上 1室

88,000 円
3 名 1室

93,000 円
2 名 1室

98,000 円

旅行代金 15,000 円
割引額 5,250 円

地域共通クーポン 2,000 円

お支払い実額（大人） 9,750 円

旅行代金 13,000 円
割引額 4,550 円

地域共通クーポン 2,000 円

お支払い実額（大人） 8,450 円

旅行代金 88,000 円
割引額 28,000 円

地域共通クーポン 12,000 円
お支払い実額

（お一人様あたり）
2名 1室

60,000 円



3/28
夕

3/29
朝

昼

西国三十三所巡り
【湖国編】

まだまだ旬です！能登のカキ&富山ぶりカニ合戦
富山

No. A120
日帰り石川

No. D023
日帰り

7：20

17：15

8：15

18：10

■出発日 2月5日㊎・8日㊊・13日㊏

■出発日
1月19日㊋・21日㊍・23日㊏・24日㊐

25日㊊・27日㊌・30日㊏
2月 1日㊊・ 7日㊐・11日㊍・13日㊏

17日㊌・21日㊐・23日㊋・27日㊏
3月 5日㊎・ 7日㊐・10日㊌

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

紅ガニ1杯ご賞味）

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

ますます人気の御朱印集め．．．趣味応援の旅

コロナ禍の今こそ！福井再発見の旅

4/23 弁
夕

4/24
朝

昼

色鮮やかな花をめぐる旅＆味覚狩り
愛知

No. A109
日帰り

福井

No. A114
日帰り

6：40 7：30

18：45

17：30

�7：45 �8：50

19：50

18：40

知多の
いちご狩りと
佐布里池梅まつり

心の芯まで温まる！

ボタン鍋といちご狩り

■出発日 2月19日㊎・28日㊐
3月 3日㊌

■出発日 2月20日㊏・25日㊍
3月 2日㊋■出発日 4月23日㊎

■最少催行人数12名　■朝軽食・昼食付　■添乗員同行
■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

めんたいパークとこなめ（買い物）
料理旅館�新佐（昼食）

第30回�佐布里池梅まつり いちご狩り
まるは食堂りんくう常滑店（昼食） 若狭たかはま�ひなまつり

いちご狩り
おばま（買い物）

道の駅�若狭

栃木・茨城

No. A108

1泊2日

■最少催行人数12名　■朝食2回(うち1回軽食弁当)、昼食2回（うち1回弁当）、夕食2回（うち1回弁当）付　■添乗員同行

6：00

22：10

三国・芦原・金津

金津・芦原・三国

大洗シーサイドホテル【泊】あしかがフラワーパーク「ふじのはな物語」【滞在約2時間】

水戸ドライブイン�ひたちの里（買い物）

国営ひたち海浜公園「みはらしの丘」（ネモフィラと空と海の青が織りなすハーモニー【滞在約2時間】）

�6：20

22：30

ホテル

旬菜和膳�よし川（昼食）

あしかがフラワーパーク

「ふじのはな物語」と
一面の青の世界！ネモフィラの丘

奈良

No. A110
日帰り

福井

No. A112
日帰り 滋賀

No. A113
日帰り

岡山

No. A111
1泊2日

6：00

7：40

6：00 7：05

19：15

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国繖山�観音正寺【第三十二番】（参拝）

7：05

�8：00

20：20 22：10

19：10

21：05

18：15

疫病退散と
健康祈願！In 奈良

北陸三十三ヵ所観音霊場巡り

【若狭高浜・小浜】

七福神めぐり
「美作の国七福神めぐり」

■出発日 3月4日㊍・20日㊏

■最少催行人数12名　■朝軽食・昼食付　■添乗員同行

■最少催行人数12名　■朝軽食・昼食付　■添乗員同行 ■最少催行人数6名　■昼食付　■添乗員同行　■ジャンボタクシーで運行します

■最少催行人数12名　■朝食2回(うち1回軽食弁当)、昼食2回、夕食1回付　■添乗員同行

大神神社（ボランティアガイドがご案内） 狭井神社（病気

平癒の神様を祀る!ご神水1本付） 安倍文殊院（日本三大文殊の一つ）

姨綺耶山�長命寺【第三十一番】（参拝）

道の駅�針テラス（買い物）

千宝（昼食）

成駒家（昼食）

西の屋（昼食）

両山寺【大黒天】 清眼寺【毘沙門天】 聖徳寺【寿老人】

真福寺【弁財天】

清瀧寺【恵比寿太寿】

隋泉寺【布袋和尚】

四季旬彩�和菜美（昼食） 玉泉寺【福緑寿】

福井

No. A115
日帰り 福井

No. A116
日帰り自分へのご褒美ランチ会

〜敦賀老舗高級 ステーキランチ〜
女子会！！
福井の映えスポットへ
Let's Go♪■出発日 3月12日㊎・14日㊐

25日㊍・27日㊏ ■出発日 3月9日㊋・13日㊏・18日㊍

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行 ■最少催行人数12名　■昼食・おやつ付　■添乗員同行

8：40 9：00

15：45 16：05

�9：45 10：05

16：50 17：10

ぼたん亭（昼食） O-edo+（昼食）

みなとつるが山車 越前おおのひな祭り（観光）

会館
街（買い物）

Beauty&CAFE
JURAKU（ティータイム）

日本海さかな 道の駅�西山公園（買い物＆観光）

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井 三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

福井

No. A117
日帰り

8：30
11：30 7：30

16：05
23：20 16：50

�9：35
�12：50 �8：40

17：10
0：40 18：00

ガイドがご案内！

日本遺産認定の
旧北陸線トンネル「山中トンネル」
■出発日 4月27日㊋・29日㊍

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行
■約5km(山中トンネル〜旧大桐駅)をガイドとともにウォーキングします

歳月苑（昼食）
ホテルアーバンポート（夕食）

旧北陸線トンネル群
若狭彦神社・若狭姫神社

「山中トンネル」
【語り部がご案内】 八百比丘尼伝説�空印寺【語り部がご案内】

道の駅�越前おおの
敦賀赤レンガ倉庫&旧敦賀駅

お水送り�神宮寺�希望者は松明を持って約1.8km

歩く 鵜ノ瀬 荒島の郷（買い物）

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井駅・福井

福井・福井駅・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 福井駅・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

福井

No. A118
日帰り 福井

No. A119
日帰り

若狭に春を呼ぶ

神秘の祭り「お水送り」と
不老不死・八百比丘尼伝説

越美北線で行く
大野の花桃街道

■出発日 3月2日㊋ ■出発日 4月22日㊍・26日㊊

■最少催行人数12名　■夕食付　■添乗員同行 ■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

弁

7：00 8：05三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

いけす割烹�雅（昼食） ＜第四番＞青井山�高成寺（参拝）

＜第五番＞鳳聚山�羽賀寺（参拝） 18：2017：15

＜第一番＞青葉山�中山寺（参拝） ＜第二番＞本光山

＜第三番＞馬居寺（参拝）

岩屋山�妙楽寺（参拝）

第一弾第一弾

〜〜〜琵琶湖汽船

〜〜〜
竹生島�宝厳寺【第三十番】（参拝）

琵琶湖汽船

越美北線
勝原駅

勝原花桃公園 料理茶屋�寿楽山（昼食）

大野寺町通り散策（ボランティアガイドがご案内）

大安に行く

二巡目！

松明行列に
参加

18：00 金津・芦原・三国
丸岡・福井北・福井駅

18：10

18：50和倉温泉街（買い物や商店街の散策、温泉など）

7：40

7：10
三国・芦原・金津
福井駅・福井北・丸岡

�8：00

�7：40
三国発
福井発

18：20

焼き牡蠣食べ放題（目の前に広がる日本海七尾湾で水揚げされたばかりの能登カキ

能登食祭市場（買い物）
※火曜日は道の駅のとじまに変更

を自分で焼いてお召しいただきます。焼き牡蠣食べ放題【約90分】他、牡蠣飯やカキフライ、春巻き、中島菜うどんなども！）

能登焼き牡蠣食べ放題
福井駅から乗車OK!

三国・芦原・金津・丸岡・福井北

福井北・丸岡・金津・芦原・三国

（伝統的まち並みをガイドがご案内）

山町ヴァレー（昼食） 新湊かに小屋（昼セリ見学＆高志の

高岡・山町筋

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

（約6,000本の梅の花が咲き誇る）
三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井駅・福井

福井・福井駅・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井駅 越美北線
福井駅

DX

岡山湯郷温泉 ゆのごう美春閣【泊】

旅館

■出発日 3月28日㊐

©️ 中山寺　馬頭観音菩薩像

■出発日 3月21日㊐・26日㊎・31日㊌

第２弾

（イメージ）

（イメージ）

富山

ぶり・かに合戦
ぶり定食&
　高志の紅ガニのおやつ

■出発日 3月　6日㊏・16日㊋・22日㊊

福井駅から乗車OK!

福井駅から乗車OK! 福井駅から乗車OK!

昼

■行程

旅行代金 16,000 円
割引額 5,600 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 10,400 円

旅行代金 50,000 円 52,000 円 54,000 円
割引額 14,000 円

地域共通クーポン 6,000 円
お支払い実額

（お一人様あたり）
4名以上 1室

36,000 円
3 名 1室

38,000 円
2 名 1室

40,000 円

旅行代金 16,000 円
割引額 5,600 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 10,400 円

旅行代金 37,000 円 38,000 円 40,000 円
割引額 12,950 円 13,300 円 14,000 円

地域共通クーポン 6,000 円
お支払い実額

（お一人様あたり）
4名以上 1室

24,050 円
3 名 1室

24,700 円
2 名 1室

26,000 円

旅行代金 11,000 円
割引額 3,850 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 7,150 円

旅行代金 22,000 円
割引額 7,000 円

地域共通クーポン 3,000 円
お支払い実額
（大人） 15,000 円

旅行代金 16,000 円
割引額 5,600 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 10,400 円

旅行代金 17,000 円
割引額 5,950 円

地域共通クーポン 3,000 円
お支払い実額
（大人） 11,050 円

旅行代金 8,500 円
割引額 2,970 円

地域共通クーポン 1,000 円
お支払い実額
（大人） 5,530 円

旅行代金 9,000 円
割引額 3,150 円

地域共通クーポン 1,000 円
お支払い実額
（大人） 5,850 円

旅行代金 12,000 円
割引額 4,200 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 7,800 円

旅行代金 12,000 円
割引額 4,200 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 7,800 円

旅行代金 12,000 円
割引額 4,200 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 7,800 円

旅行代金 14,000 円
割引額 4,900 円

地域共通クーポン 2,000 円
お支払い実額
（大人） 9,100 円


