
あわら旅倶楽部のご案内 2021年 春夏号

（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

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
　◆車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。また車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

当社独自の取り組み

　�GoToトラベル一時停止期間中のバスツアーのご予約は、以下の
内容にあらかじめご了承ください。

■ �GoToトラベルが再開された場合、一時停止期間中に受け付けた
予約についてご予約の取り直しをすることなく割引等の適用が可
能です。その場合には、その時点で適用される割引支援ルールが
適用されます。

■ �GoToトラベルが再開されない場合、割引支援の適用はありませ
ん。その際、すでにご予約済みのご旅行をキャンセルする場合は、
規定のキャンセル料が適用されます。

■�割引率や割引上限額、対象地域など参加条件がこれまでの内容と
大きく異なる場合があります。

■�今後の発表内容により適用ツアーが変更または対象外となる可能
性があります。

Go To トラベル再開時の予約の対応について

皆様からのお問い合わせ、お申し込みを
社員一同お待ち申し上げております。

もっと旅が好きになる。

兵庫

No. B101
日帰り

富山

No. B103
日帰り 石川

No. B104
日帰り

富山

No. B106
日帰り富山

No. B105
日帰り

京都

No. B102
日帰り

長野

No. B107
日帰り

福井駅から乗車OK!

7：00

7：007：00

18：30

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

三国・芦原・金津福井駅・福井北・丸岡・金津

金津・芦原・三国

8：05

7：207：50

18：55 福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 20：00

18：5018：10 金津・丸岡・福井北・福井駅 19：00

受け継ぐ想い70回
2021となみチューリップフェア

手軽に大自然の
息吹を観じる旅へ！

白山高山植物園と苔の里

人気急上昇中！

カラフル「花手水」あじさい寺

コースが選べる！

日本を代表する
景勝地・上高地

　ウイルスに負けない体を作ろう！

森林セラピー＆

バタバタ茶体験
全線開業50周年！

雪の大谷ウォーク

■出発日 5月8日㊏・10日㊊

■旅行代金  （大人） 14,000円
■行程

■出発日 4月30日㊎・5月2日㊐

■旅行代金  　（大人） 14,000円

（小学生） 11,000円
■行程

■出発日 6月17日㊍・26日㊏・29日㊋

■旅行代金 （大人）17,000円

■行程

■出発日
 三国発7月28日㊌・8月19日㊍・28日㊏
 福井発7月31日㊏・8月　3日㊋・22日㊐
■旅行代金
プレミアムコース（大人）     22,000円
フリープランコース（大人）  12,000円
■行程

■出発日
  7月20日㊋・24日㊏・29日㊍
■旅行代金

（大人）13,000円 　（小学生）12,000円 
■行程

■出発日
  5月　4日㊋・12日㊌

16日㊐・24日㊊
■旅行代金 （大人）15,000円 
■行程

■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　■昼食付（フリープランコースは弁当です）　■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

初夏の花＆自然を満喫

白毫寺(天台宗の古刹で幅9mの九尺藤が咲き誇る)

和さび (昼食) 白井大町藤公園(総延長500mの藤棚が迫力満点)

ドライブインやくの (買い物)

6：50 三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井 7：55

18：35 福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 19：40

三室戸寺 (2万株のあじさいが杉木立の間に咲き並びます)

平等院表参道 竹林（昼食） 柳谷観音
楊谷寺(四季に合わせた花手水が人気）

7：00 福井駅・福井北・丸岡・金津 7：50

17：30 金津・丸岡・福井北・福井駅 18：20

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

農家レストラン 大門（地産地消の健康的な郷土料理をご堪能）

道の駅福光 なーんとー福茶屋(買い物)

2021となみチューリップフェア(日本最大級！300万本のチューリップ達が

お出迎え♪）

■出発日 6月10日㊍・16日㊌・27日㊐

■旅行代金 　  （大人） 11,000円

（小学生） 10,000円
■行程
7：30 三国・芦原・金津・丸岡・福井北 8：25

17：25 福井北・丸岡・金津・芦原・三国 18：20

白山高山植物園(期間限定！花の楽園を専門ガイド案内とともに散策)

一里野高原ホテル ろあん (昼食) 叡智の杜 苔の里(里山に抱かれた希少な苔庭をガイド

案内のもと鑑賞） 道の駅こまつ木場潟(買い物)

立山あるぺん村 (買い物) 立山山麓 セラピーロード
完全再現！雪の大谷メモリアルウォーク(ダイナミックな雪の壁を各自散策＆昼食)【滞在時間2時間】

ますのすし本舗 源 本店(富山名物のお買い物)

農家の母さん手作り郷土料理ランチ＆バタバタ茶体験(昼食)

道の駅うなづき(買い物)

6：30

7：00
三国・芦原・金津・丸岡
福井駅・福井北

7：10

7：15
三国発
福井発

丸岡・金津・芦原・三国

福井北・福井駅

20：40 21：20

20：30 20：45

富山

No. B122
日帰り

7：20 三国・芦原・金津 7：40

17：10 金津・芦原・三国 17：30

北陸で唯一のミシュラン3ツ星
「日本料理 山崎」で贅沢ランチ

■出発日 5月15日㊏・23日㊐・29日㊏
■旅行代金　　（大人）24,000円
■行程

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

岩瀬まちめぐり (北前船の港町として栄えた)

道の駅カモンパーク新湊(買い物)

日本料理 山崎
（ミシュランガイド富山・石川版2016において三つ星の最高評価）

岩瀬カナル会館 (買い物)

滋賀

No. B123
日帰り

8：00 三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井 9：05

18：35 福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 19：40

お市の方が湯治した古の名湯 須賀谷温泉
■出発日 7月1日㊍・4日㊐・7日㊌
■旅行代金　　（大人）14,000円
■行程

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

小谷寺（参拝）

道の駅あいとうマーガレットステーション(買い物)金剛輪寺（参拝）

青森・秋田・岩手

No. B124

3泊4日

■最少催行人数15名　■朝食3回、昼食4回（うち1回弁当）、夕食1回　■添乗員同行
■東北のバス運行会社：青森観光バス　■JRは普通指定席利用
■芦原温泉駅からご出発の方はあわら観光に駐車OK（送迎付）

8/4

8/5

8/6
朝

昼

8/7

7：20 7：30

夕

朝

昼

弁

ー

朝

昼

福井駅・芦原温泉駅 青森物産館アスパム（買い物）

【弘前市】弘前東栄ホテル【泊】青森 ねぶた祭（職人の技が光る、歴史ある火祭りを見学）

ホテル 田舎館村田んぼアート（観光）

津軽三味線会館（津軽三味線のライブステージ鑑賞） 太宰治記念館 レストラン赤〜いりんご（夕食）

【弘前市】弘前東栄ホテル【泊】五所川原立佞武多祭り（青森三大佞武多の一つを見学）

寒風山回転展望台ホテル なまはげ館・男鹿真山伝承館 ねぶりながし館
竿燈まつり（約260本の竿燈は圧巻の迫力） 【秋田市内】ユフォーレ【泊】

角館（歴史ある武家屋敷）ホテル ぴょんぴょん舎 稲荷町本店（昼食）
20：44 20：54

ー

■出発日 8月4日㊌
■旅行代金
　お一人様　（2名以上１室） 155,000円
■行程

温泉同好会

DX

茶団子

お土産付 !

室堂までバスで直通
肺活♪

腸活♪

贅沢時間を過ごす旅 今年も熱い夏がやってくる！

DX

年に一度の熱い夏！東北の夏祭り

© 長野県観光機構

井波別院 端泉寺(井波彫刻や庭に

魅せられる北陸最大の大伽藍)

森林セラピーとは・・・
認定された「森林セラピー基地」をゆったりと散策します。
体力に合わせて歩くので自信がない方も安心です。

須賀谷温泉（昼食と入浴【滞在約3時間】） もりおか啄木・賢治青春館（旧第九十銀行を保存活用した観光文化施設）

弘前城・津軽藩ねぷた村（観光＆昼食）

往復 JR 利用 !

福井駅から乗車OK!

藤めぐり

白
びゃく　ごう

毫寺
じ

と白井大町藤公園

福井駅から乗車OK!

伝統の上高地帝国ホテルで洋食

ランチ＆河童橋周辺をガイドがご案内プラン

日本屈指の山岳景勝地へ！

滞在時間約5時間たっぷり自由散策プラン

プレミアム
コース

フリープラン
コース

芦原温泉駅・福井駅

宇治周辺自由散策（観光＆買い物）



三重

No. B110
日帰り 兵庫

No. B111
日帰り 大阪・奈良

No. B112
日帰り

長野

No. B108
日帰り

七福神めぐり
ご利益いっぱい
淡路島七福神めぐり！！

福井

No. B115
日帰り

福井

No. B117
日帰り 福井

No. B118
日帰り

福井

No. B120
日帰り福井

No. B119
日帰り

福井

No. B116
日帰り

7：40

8：10

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井駅・福井 9：00

9：20

17：20 福井・福井駅・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 18：40

ラムサール条約
登録地を巡ろう！
中池見湿地と三方五湖

御酒飲帳めぐり
〜今庄編〜

朝に咲く花ハスを
見に行こう！

こんなところ見たことない！

敦賀港見学と
若狭鯖街道の宿場町 「熊川宿」

今しか見られない！

足羽川ダム
工事現場見学♪

あわら観光×えちぜん鉄道

こども限定

電車運転体験

■出発日 6月2日㊌・8日㊋

■旅行代金  （大人） 12,000円
■行程

■出発日 6月1日㊋・5日㊏

■旅行代金  （大人） 11,000円
■行程

■出発日 7月5日㊊・11日㊐・15日㊍・17日㊏

■旅行代金 （大人）10,000円
■行程

■出発日
  7月19日㊊・26日㊊
  8月　2日㊊
■旅行代金　　（大人）12,000円
■行程

■出発日
  6月7日㊊・18日㊎
■旅行代金　　（大人）11,000円
■行程

■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　■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　■昼食弁当付　■添乗員同行

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

旬の味覚狩り＆リピーター続出！御朱印集め 地元を元気に！魅力満点の福井の旅♡

■出発日
   5月9日㊐・17日㊊
■旅行代金

 （大人）18,000円
■行程

■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

初夏の
お伊勢参り

■最少催行人数8名　■昼食付　■添乗員同行

鳥取

No. B113

1泊2日

山形

No. B109

1泊2日さくらんぼ狩りと

昭和レトロ学校で授業

■出発日

  6月15日㊋・19日㊏・23日㊌
■旅行代金 （大人）16,000円 
■行程

■最少催行人数12名　■昼食付　■添乗員同行

6：40 7：45

杵原学校（旧山本中学校）(教室で授業&校舎内見学)

斉藤農園 さくらんぼ狩り(30分食べ放題) 18：55 20：00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

家庭料理定食をご堪能）

ちこり村 (農家さんの手づくり

本場の味を堪能♪
初夏の山形さくらんぼ狩り

6/20 昼

夕

6/21
朝

昼

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

22：30 金津・芦原・三国

さくらんぼ狩り（60分さくらんぼ食べ放題！） 東沢バラ公園（日本有数の規模を誇るバラ園）

道の駅いいで（買い物）桜坂 東沢バラ公園店（昼食） 22：50

ホテル

5：00 三国・芦原・金津

かみのやま温泉 仙渓園 月岡ホテル【泊】

5：20

■出発日 6月20日㊐
■旅行代金 　お一人様  （4名以上１室） （3名１室） （2名１室）

          49,000円 50,000円 51,000円■行程
高畠ワイナリー (ぶどうの出荷量が日本一の

熊野大社（東北の伊勢とも称される）高畠町で試飲＆見学）

■出発日  5月31日㊊
　　　 6月　3日㊍・13日㊐
■旅行代金 （大人） 14,000円
■行程

古城山山頂に築かれた山城をボランティアガイドがご案内）

竹田城（標高353.7mの6：30 7：35
三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

19：35 20：40福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

山城の郷
（昼食） 竹田寺町通り散策（歴史散策路を

ボランティアがご案内）

6：30 7：35三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

19：35 20：40福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

豊山 長谷寺【第八番】（参拝）

田中屋（昼食）

7/8 昼

夕

7/9
朝

昼
角般山 大山寺・大神山神社奥宮（大山観光ガイドがご案内！たっぷり2時間滞在）

大山まきば みるくの里（買い物）山楽荘（昼食）

旅館

6：30

はわい温泉 望湖楼【泊】

7：35

砂の美術館（世界初！「砂」を素材にした彫刻作品を展示する美術館）

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

19：55 21：00福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

■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

兵庫

No. B114

1泊2日

5/25 昼

夕

5/26
朝

昼
19：55海鮮きとら（昼食） 21：00

ホテル

6：40 レストラン大富（鯛めしをご堪能）7：45

■出発日 5月25日㊋
■旅行代金 　お一人様

（4名以上１室）　　（3名１室）　　　　（2名１室）　　　　（1名１室）

35,000円　　36,000円　　37,000円　　42,000円
■行程

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

■最少催行人数12名　■朝食1回、昼食2回、夕食1回付　■添乗員同行

智禅寺【弁財天】
南あわじ ホテル＆リゾーツ南淡路【泊】長林寺【福禄寿】 護国寺【布袋尊】

道の駅 福良（地元の海産物や加工品を数多く販売） 万福寺【恵比酒神】 覚住寺【毘沙門天】

宝生寺【寿老人】 八浄寺【大黒天】

【ボランティアガイドがご案内】中池見湿地(2012年にラムサール

条約湿地に登録。周りを山に囲まれた25ヘクタールほどの小さな湿地）

三方五湖を一望！レインボーライン山頂公園(素晴しい景色をおしゃれなテラスから眺望）

梅の里会館 (特産福井梅の直売所)

6：00 三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井 7：10 花はす公園(世界の花はす約120種類が優雅な姿で園内にいっぱい

四季菜 (買い物)咲いています）

愛山荘 (情緒あふれる景観を見ながらお食事)

御誕生寺 (「猫寺」としても知られている曹洞宗の寺院)
13：40

福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国
14：50

7：10 三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井 8：15

16：45 福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国 17：50

＜第六番＞宝篋山 天徳寺（参拝）

＜第七番＞大悲山 石観世寺（参拝） ソニョーポリ（敦賀赤レンガ倉庫内にあるイタリアンでランチ♪）

＜特番＞誓法山 金前寺（参拝） ＜第八番＞観音山 帆山寺（参拝）

＜第九番＞朝日山 福通寺（参拝）

三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井駅

17：15 18：40福井駅・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

えちぜん鉄道 こども限定電車運転

はたや記念館ゆめおーれ勝山（手織りコースター作りを体験！）ご案内）

7：40 9：00三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井駅・福井

16：40 18：00福井・福井駅・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

足羽川ダム工事現場見学
（「ダムスペシャリスト」が丁寧に説明！）

花筐公園（ガイドと散策）

渓流温泉 冠荘（昼食）

かずら橋（観光）

越前そばの里（買い物）

8：00 9：20三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井駅・福井

17：10 18：30福井・福井駅・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

敦賀港見学（日本とアジア大陸とを

結ぶ日本海の玄関口を見学） 海鮮レストラン 海幸苑（よっぱらいサバをご堪能） 井上耕養庵
（熊川葛を使用した種類豊富な和菓子を販売） 熊川宿散策（往年の繁栄を偲ぶ町

並みを語り部がご案内）

■出発日 7月8日㊍
■旅行代金 　お一人様

（4名以上１室）　　（3名１室）　　　　（2名１室）　　　

45,000円　　　46,000円　　　48,000円
■行程

御酒飲帳めぐりとは・・・
密かにブームになっているお酒のラベル
を収集し貼り付けて、お酒の感想などを
記録して楽しむものです♪

■出発日 5月30日㊐・6月14日㊊
■旅行代金  （大人）　8,000円
■行程
8：10 三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井駅・福井 9：30

16：20
福井・福井駅・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

17：40

西国三十三所巡り
第二弾 二巡目！

第３弾

名城めぐり

天空の城 「竹田城跡」
第５弾 北陸三十三ヵ所観音霊場巡り

【若狭・敦賀・越前】第二弾

砂と風が織りなす絶景　鳥取砂丘と
大山栄華の歴史の象徴　大山寺

■出発日
  5月1日㊏・5日㊌
  5月22日㊏・6月6日㊐
■旅行代金　　（大人）11,000円
　　　　  （小・中学生）10,000円

■行程
※大人のみ、お子様のみのご参加はできません。

1000 円以上（税別）の
買い物で御朱印ならぬ
” ラベル ” が貰えます !!

自然も！

コレクターも！

企業に潜入！

© 伊勢志摩観光コンベンション機構

©吉田利栄

©鳥取県

©鳥取県

道の駅白い森おぐに（昼食＆買い物）

魅力をたっぷり堪能）

鳥取砂丘（豊かな表情をみせる砂丘の

体験＆車両基地見学

福井県立恐竜博物館（観光）

越前そばの里（そば打ち体験＆昼食）

道の駅ようか但馬蔵（昼食＆買い物）

勾玉亭（昼食）6：30 7：35
三国・芦原・金津・丸岡・福井北・福井

伊勢神宮 外宮 (参拝)

20：35 21：40福井・福井北・丸岡・金津・芦原・三国

伊勢神宮内宮
(参拝【滞在約2時間30分】) 名阪関ドライブ
イン（買い物） （買い物）

竹田街道の駅

■出発日
 　5月11日㊋・30日㊐
■旅行代金

（大人）17,000円 

■行程

豊山

法起院【番外札所】（参拝） 紫雲山 葛井寺
【第五番】（参拝）

© 一般社団法人��淡路島観光協会

福井駅から乗車OK!

味一休 (久々子湖のほとりに佇む食事処)

一人一冊
” 御酒飲帳 ”
プレゼント !!

福井駅から乗車OK!

宿場町散策と酒蔵めぐり（酒蔵と情緒のある町なみをガイドがご案内）

福井駅から乗車OK!

勝山駅（貴重な建造物をえちぜん鉄道職員が

福井駅から乗車OK! 福井駅から乗車OK!

開花の瞬間を激写！

オリジナルクリア
ファイル＆

建設中のダムカー
ドプレゼント !!

福井

No. B121
日帰り

■工事現場ではヘルメット着用（貸出可）
■台風や警報等が出た場合、ツアーを中止する場合があります。B120 B121 共通のご案内


