
日
帰
り

［見学料込・昼食付］

大人気！桔梗屋お菓子の詰め放題と
甲州の名園・不老園の梅まつり
大人気！桔梗屋お菓子の詰め放題と
甲州の名園・不老園の梅まつり

①甲斐路の春は明治30年開園の梅の名所不老園より富士山の見える梅園を散策
②シャトー勝沼で　山梨の名産　ワインの試飲と工場見学　ちょっぴりプレゼント
③昼食は山梨名物　ほうとうと鮑貝ご飯に田舎料理のミニバイキング
④山梨のお土産の定番！桔梗屋のお菓子詰め放題体験付

①甲斐路の春は明治30年開園の梅の名所不老園より富士山の見える梅園を散策
②シャトー勝沼で　山梨の名産　ワインの試飲と工場見学　ちょっぴりプレゼント
③昼食は山梨名物　ほうとうと鮑貝ご飯に田舎料理のミニバイキング
④山梨のお土産の定番！桔梗屋のお菓子詰め放題体験付

見どころ

1 発地（8：００頃）＝高速道＝甲斐・善光寺（参拝）＝不老園（梅まつり）＝シャトー勝沼（見学・
試飲）＝長寿村・権六（昼食）＝桔梗屋（お菓子詰め放題）＝高速道＝発地（17：00頃）

S-311S-311

2月26日（月） ・ 3月4日（日） 8,800円2月26日（月） ・ 3月4日（日） 8,800円

埼玉県知事登録2-644号

㈱島田観光 観光のことなら何でもお気軽にご相談ください。
埼玉県北本市本宿7-101-3
全国旅行業協会会員・国内旅行業取扱管理者　島田伊代子

☎048-592-6000
☎0480-85-2147菖蒲営業所

（利用画像はイメージです）2017・2018年 年末年始・新春号　いい旅ご案内　保存版

日
帰
り

11月26日（日） 13,000円11月26日（日） 13,000円
［見学料込・昼食付］

高尾山散策と紅葉のうかい鳥山高尾山散策と紅葉のうかい鳥山
世界のミシュランで三ツ星を獲得した観光地　高尾山
真言宗智山派の薬王院を参拝
奥高尾の広大な敷地にたたずむ隠れ屋敷で風雅なひととき

世界のミシュランで三ツ星を獲得した観光地　高尾山
真言宗智山派の薬王院を参拝
奥高尾の広大な敷地にたたずむ隠れ屋敷で風雅なひととき

見どころ

1 発地（7：00頃）＝高速道＝高尾山ケーブルカー・・・薬王院・・・山頂・・・リフトまたはケーブル
カー～駐車場～うかい鳥山（いろり鶏炭火焼と佐久鯉コース）＝高速道＝発地（17：００頃）

S-760S-760

日
帰
り

11月21日（火） 8,800円11月21日（火） 8,800円
［見学料込・昼食付］

富士の雄大な美しさ
新倉山浅間公園と河口湖もみじまつり
富士の雄大な美しさ
新倉山浅間公園と河口湖もみじまつり

398段の咲くや姫階段をのぼり
中腹にある公園からの富士の眺めは絶景です
河口湖周辺の真っ赤なもみじもお楽しみください

398段の咲くや姫階段をのぼり
中腹にある公園からの富士の眺めは絶景です
河口湖周辺の真っ赤なもみじもお楽しみください

見どころ

1 発地（8：００頃）＝高速道＝新倉山浅間公園（散策）＝河口湖（昼食）＝河口湖もみじ祭り（見学）＝甲州ぶどう（お土産ショッピング）＝高速道＝発地（18：3０頃）

S-754S-754

日
帰
り

11月24日（金） 7,800円11月24日（金） 7,800円
［見学料込・弁当付］

紅葉の花貫渓谷と
もみじのお寺・永源寺
紅葉の花貫渓谷と
もみじのお寺・永源寺

赤や黄色に染まる茨城の紅葉の名所　朱塗りの橋と渓谷美
花貫渓谷と高台から大子の街を一望！
境内を埋め尽くす通称もみじ寺と呼ばれる永源寺　

赤や黄色に染まる茨城の紅葉の名所　朱塗りの橋と渓谷美
花貫渓谷と高台から大子の街を一望！
境内を埋め尽くす通称もみじ寺と呼ばれる永源寺　

見どころ

1 発地（7：00頃）＝高速道＝花貫渓谷（約2.6キロ紅葉を散策・弁当昼食）＝大子・永源寺（紅葉見学・参拝）＝舟納豆（買物）＝高速道＝発地（18：00頃）

S-755S-755

日
帰
り

11月30日（木） 8,800円11月30日（木） 8,800円
［見学料込・昼食付］

信州りんご狩り★きのこ村で松茸ごはん食べ放題！と
北国街道宿場町・海野宿
信州りんご狩り★きのこ村で松茸ごはん食べ放題！と
北国街道宿場町・海野宿

秋の味覚狩り　りんごショッピングとしめじ狩り・干ししいたけのつかみ取り体験
昼食にはきのこ汁や松茸ごはんが食べ放題です！
江戸と明治の建物が調和する海野宿散策

秋の味覚狩り　りんごショッピングとしめじ狩り・干ししいたけのつかみ取り体験
昼食にはきのこ汁や松茸ごはんが食べ放題です！
江戸と明治の建物が調和する海野宿散策

見どころ

1 発地（8：００頃）＝高速道＝小諸りんご狩り（試食・量り売り）＝きのこ村（松茸ご飯の食べ
放題としめじ狩り・干ししいたけつかみ取り）＝海野宿（散策）＝高速道＝発地（17：００頃）

S-761S-761

日
帰
り

12月3日（日） 5,500円12月3日（日） 5,500円
［食事自由］

日本三大曳山《秩父夜祭》日本三大曳山《秩父夜祭》
街を華やかに彩る
笠鉾２基・屋台4基（国重文）と
夜空を彩る冬花火

街を華やかに彩る
笠鉾２基・屋台4基（国重文）と
夜空を彩る冬花火

見どころ

1 発地（1２：００頃）＝高速道＝花園フォレスト（休憩）＝秩父夜祭（自由見学・自由夕食）＝高速道＝発地（０：００頃）

S-762S-762

日
帰
り

7,500円7,500円
［入浴料・貸しゆかた・タオル・昼食付］［入浴料・貸しゆかた・タオル・昼食付］

今話題の温泉　現代の湯治場　芦野温泉　
腰痛、関節痛、ひざ痛のお客様　ゆっくり療養
今話題の温泉　現代の湯治場　芦野温泉　
腰痛、関節痛、ひざ痛のお客様　ゆっくり療養

【つるつるのアルカリ温泉と薬湯がピリピリと
体を刺激します】　
【つるつるのアルカリ温泉と薬湯がピリピリと
体を刺激します】　
①11月10日（金）　②11月29日（水）
③12月14日（木）　④1月24日（水）
⑤2月16日（金）　⑥3月2日（金）
⑦3月20日（火）

①11月10日（金）　②11月29日（水）
③12月14日（木）　④1月24日（水）
⑤2月16日（金）　⑥3月2日（金）
⑦3月20日（火）

1 発地（7：3０頃）＝高速道＝芦野温泉（入浴・昼食・休憩）＝那須（買物）＝高速道＝発地（18：3０頃）

S-763S-763

日
帰
り

1月2日（火） 5,000円1月2日（火） 5,000円
［昼食自由］

皇居一般参賀と
巣鴨とげぬき地蔵初詣
皇居一般参賀と
巣鴨とげぬき地蔵初詣

①皇居二重橋を渡り天皇陛下新年の挨拶
②東京タワーで自由昼食と買物
③とげぬき地蔵の初詣と商店街散策

①皇居二重橋を渡り天皇陛下新年の挨拶
②東京タワーで自由昼食と買物
③とげぬき地蔵の初詣と商店街散策

見どころ

1 発地（7：００頃）＝高速道=皇居一般参賀＝東京タワー（自由昼食・買物）＝巣鴨とげぬき地蔵（初詣）商店街（散策）＝高速道＝発地（18：００頃）

S-301S-301

日
帰
り

1月5日（金）

3,900円
1月5日（金）

3,900円
［昼食自由］

成田山新勝寺初詣成田山新勝寺初詣
【交通安全・家内安全等護摩札承ります】【交通安全・家内安全等護摩札承ります】

1 発地（8：００頃）＝高速道=成田山新勝寺（参拝・自由昼食）＝高速道＝発地（17：００頃）

S-302S-302

日
帰
り

1月8日（月・祝）1月8日（月・祝）
大人7,500円 ・ 小学生5,300円 ・ 幼児3,500円大人7,500円 ・ 小学生5,300円 ・ 幼児3,500円
［見学料込・昼食自由］

冬休みこどもバスツアー！冬休みこどもバスツアー！
かわい～いパンダのお出迎え！
上野動物園と池袋サンシャイン水族館
かわい～いパンダのお出迎え！
上野動物園と池袋サンシャイン水族館

①香香　公開　記念スペシャル　第一弾！
②寒くたって大丈夫！大人気サンシャイン水族館
①香香　公開　記念スペシャル　第一弾！
②寒くたって大丈夫！大人気サンシャイン水族館見どころ

1 発地（８：００頃）＝高速道＝上野動物園（見学・自由昼食）＝池袋サンシャイン水族館（見学）＝高速
道＝発地（１８：００頃）　※混雑が予想されます。昼食はお弁当をお持ちいただいても結構です。

S-303S-303

日
帰
り

1月12日（金） 9,000円1月12日（金） 9,000円
［見学料込・昼食付］

大洗あんこう鍋と
茨城県フラワーパークのイルミネーション
大洗あんこう鍋と
茨城県フラワーパークのイルミネーション

①人気の工場　かねふくめんたいパークのお立ち寄り　
②身体の心からあったまる　あんこう鍋の昼食
③茨城の大きな台所！海の幸市場の那珂湊でお買物冬の味覚　　
④バラの妖精が作り出す幻想的な光の世界約4０万球のLEDがロマンチックに彩ります

①人気の工場　かねふくめんたいパークのお立ち寄り　
②身体の心からあったまる　あんこう鍋の昼食
③茨城の大きな台所！海の幸市場の那珂湊でお買物冬の味覚　　
④バラの妖精が作り出す幻想的な光の世界約4０万球のLEDがロマンチックに彩ります

見どころ

1 発地（9：30頃）＝高速道＝めんたいパーク（工場見学・買物）＝大洗（あんこう鍋の昼食）＝
那珂湊（買物）＝茨城県フラワーパーク（イルミネーション見学）＝高速道＝発地（19：30頃）

S-304S-304

日
帰
り

3,939円3,939円
【お年玉価格！サンキュー】

［昼食自由］

温泉ミステリーツアー！温泉ミステリーツアー！
①1月16日（火）　②1月19日（金）
③1月25日（木）　④1月31日（水）
①1月16日（火）　②1月19日（金）
③1月25日（木）　④1月31日（水）

1 発地（9：００頃）＝初詣・どこかの神社＝どこかの温泉（入浴・自由昼食）＝道の駅など買物＝発地（17：00頃）　※全4回すべて違う温泉施設へご案内いたします。　

S-305S-305

日
帰
り

1月28日（日） 7,800円1月28日（日） 7,800円
［見学料込・昼食付］

日本三大名瀑！

冬の関東の氷瀑・袋田の滝
日本三大名瀑！

冬の関東の氷瀑・袋田の滝
四季折々すばらしい姿をみせる袋田の滝
別名　四度の滝を新観瀑台の違った角度から眺める
２０18年　冬は全面凍結になるか？

四季折々すばらしい姿をみせる袋田の滝
別名　四度の滝を新観瀑台の違った角度から眺める
２０18年　冬は全面凍結になるか？

見どころ

1 発地（8：００頃）＝高速道＝道の駅常陸大宮かわプラザ（休憩）＝袋田の滝（見学・昼食）＝
舟納豆（立寄）＝高速道＝発地（18：００頃）

S-307S-307

日
帰
り

［見学料込・軽食弁当付］

こどもバスツアー！
葛西臨海水族園と今話題の房総の絶景スポット！
濃溝の滝・東京ドイツ村イルミネーション

こどもバスツアー！
葛西臨海水族園と今話題の房総の絶景スポット！
濃溝の滝・東京ドイツ村イルミネーション

①江戸川区人気ナンバーワン・復活した回遊水槽！まぐろ水槽を見よう！
②自然の芸術・神秘的な美しさの濃溝の滝
③関東3大イルミネーション　東京ドイツ村

①江戸川区人気ナンバーワン・復活した回遊水槽！まぐろ水槽を見よう！
②自然の芸術・神秘的な美しさの濃溝の滝
③関東3大イルミネーション　東京ドイツ村

見どころ

1 発地（1０：００頃）＝高速道＝葛西臨海水族園（見学・自由昼食）※軽食有＝高速道＝濃溝の滝（見学）＝東京ドイツ村（イルミネーション見学）＝高速道＝発地（２1：００頃）

S-306S-306

1月27日（土）1月27日（土）
大人7,800円 ・ 小学生5,500円 ・ 幼児4,000円大人7,800円 ・ 小学生5,500円 ・ 幼児4,000円

日
帰
り

2月5日（月） 9,900円2月5日（月） 9,900円
［見学料込・昼食付］

甘くておいしいイチゴ狩りと海の幸・富士山のお膝元
富士山本宮浅間大社と世界遺産センター
甘くておいしいイチゴ狩りと海の幸・富士山のお膝元
富士山本宮浅間大社と世界遺産センター

①静岡の品種・章姫や紅ほっぺのイチゴ園内食べ放題
②内浦湾で新鮮な海の幸のお刺身や金目鯛の煮付けの昼食
③平成29年12月オープン　富士山世界遺産センター見学
④全国の浅間神社の大本山　　富士山本宮浅間大社を参拝

①静岡の品種・章姫や紅ほっぺのイチゴ園内食べ放題
②内浦湾で新鮮な海の幸のお刺身や金目鯛の煮付けの昼食
③平成29年12月オープン　富士山世界遺産センター見学
④全国の浅間神社の大本山　　富士山本宮浅間大社を参拝

見どころ

1 発地（8：００頃）＝高速道＝JA伊豆長岡いちご狩り（園内食べ放題）＝内浦湾（昼食）＝高速道＝
富士山世界遺産センター（見学）・・・富士山本宮浅間大社（参拝）＝高速道＝発地（19：00頃）

S-308S-308

日
帰
り

2月22日（木） 12,500円2月22日（木） 12,500円
［見学料込・昼食付］

東京ドーム世界のらん展2018と冬の絶景！
360°の大パノラマ東京スカイツリー
東京ドーム世界のらん展2018と冬の絶景！
360°の大パノラマ東京スカイツリー

①今年の日本大賞はどんな蘭が選ばれるでしょうか？
　高級花のらんの祭典　豪華絢爛で華やかな東京ドーム内をお楽しみに！
②ホテルにてランチブッフェです　美味しいお料理とデザートもお楽しみください
③冬の眺めは空気が澄んでいて格別！東京スカイツリーに上がりましょう

①今年の日本大賞はどんな蘭が選ばれるでしょうか？
　高級花のらんの祭典　豪華絢爛で華やかな東京ドーム内をお楽しみに！
②ホテルにてランチブッフェです　美味しいお料理とデザートもお楽しみください
③冬の眺めは空気が澄んでいて格別！東京スカイツリーに上がりましょう

見どころ

1 発地（8：００頃）＝高速道＝東京ドーム・世界のらん展（見学）＝東武ホテルレバント東京（昼食）＝
東京スカイツリー（第一展望台まで展望回廊は自由）・ソラマチ買物＝高速道＝発地（19：00頃）

S-309S-309

日
帰
り

2月28日（水） ・ 3月14日（水） 9,900円2月28日（水） ・ 3月14日（水） 9,900円
［見学料込・昼食付］

房総半島の春の訪れ！
花いっぱい千倉のお花摘みと白浜灯台公園・館山いちご狩り
房総半島の春の訪れ！
花いっぱい千倉のお花摘みと白浜灯台公園・館山いちご狩り

①海辺に咲く　お花畑見学とお花狩り（花摘みは自由）
②白亜の灯台公園散策と房総白浜の新鮮な海の幸の昼食
③紅ほっぺ・さちのか・章姫などのいちご狩り

①海辺に咲く　お花畑見学とお花狩り（花摘みは自由）
②白亜の灯台公園散策と房総白浜の新鮮な海の幸の昼食
③紅ほっぺ・さちのか・章姫などのいちご狩り

見どころ

1 発地（8：００頃）＝高速道＝千倉：お花狩り（花摘みは各自負担）＝白浜灯台公園（昼食・散策）
＝館山イチゴ狩りセンター（30分園内食べ放題）＝道楽園（買物）＝高速道＝発地（19：00頃）

S-312S-312

日
帰
り

2月23日（金） 6,800円2月23日（金） 6,800円
［見学料込・昼食自由］

小田原梅まつり
曽我梅林と小田原城
小田原梅まつり
曽我梅林と小田原城

春のおとずれ　梅の香りを楽しみながら　梅林の散策と
常盤木門から馬出門　2016年5月リニューアルした
小田原城の天守閣より相模湾を一望
　

春のおとずれ　梅の香りを楽しみながら　梅林の散策と
常盤木門から馬出門　2016年5月リニューアルした
小田原城の天守閣より相模湾を一望
　

見どころ

1 発地（7：00頃）＝高速道＝曽我の里・別所梅林（見学）＝小田原漁港（自由昼食・買物）
＝小田原城（梅まつりと天守閣見学）＝鈴廣かまぼこ（買物）＝高速道＝発地（18：００頃）

S-310S-310

日
帰
り

3月1日（木） 7,800円3月1日（木） 7,800円
［見学料込・昼食付］

おもいやりの心　真壁ひなまつりと　
関東平野展望　筑波山　つくば梅まつり
おもいやりの心　真壁ひなまつりと　
関東平野展望　筑波山　つくば梅まつり

見世倉・土蔵などが軒をつらねる風情豊かな町並みに、
約18０軒が雛人形を飾る一大イベントの真壁のひな祭り。
筑波の春のおとずれ　梅祭りとともに、ケーブルカーに乗って関東平野を一望　
山頂の大パノラマを楽しめます

見世倉・土蔵などが軒をつらねる風情豊かな町並みに、
約18０軒が雛人形を飾る一大イベントの真壁のひな祭り。
筑波の春のおとずれ　梅祭りとともに、ケーブルカーに乗って関東平野を一望　
山頂の大パノラマを楽しめます

見どころ

1 発地（7：3０頃）＝高速道＝真壁ひな祭り（見学）＝筑波山神社入り口（昼食）・・・ケーブルカー・・・
山頂（散策）・・・ケーブルカー・・・つくば梅祭り＝道の駅まくらがの里（休憩）＝発地（18：00頃）

S-313S-313

日
帰
り

3月18日（日） 7,800円3月18日（日） 7,800円
［見学料込・昼食付］

話題のこんにゃくパークと秋間梅林
群馬名物水澤うどんとカリカリ梅の赤城フーズの工場見学つかみ取り体験
話題のこんにゃくパークと秋間梅林
群馬名物水澤うどんとカリカリ梅の赤城フーズの工場見学つかみ取り体験

①こんにゃくってこんな食べ方があるの？が知れるこんにゃくの博物館でいろんなこんにゃくの試食とお買物
②広大な敷地にあま～い香りの赤や白の梅林が広がる秋間梅林散策
③昼食は　ご当地名物 水澤うどんと和のスイーツ食べ放題
④群馬は梅の名産地！なん粒とれるかな？カリカリ梅のつかみ取り体験

①こんにゃくってこんな食べ方があるの？が知れるこんにゃくの博物館でいろんなこんにゃくの試食とお買物
②広大な敷地にあま～い香りの赤や白の梅林が広がる秋間梅林散策
③昼食は　ご当地名物 水澤うどんと和のスイーツ食べ放題
④群馬は梅の名産地！なん粒とれるかな？カリカリ梅のつかみ取り体験

見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝こんにゃくパーク（見学）＝秋間梅林（散策）＝水澤うどん（昼食・和のスイーツ
食べ放題付）＝赤城フーズ（工場見学・かりかり梅のつかみ取り）＝高速道＝発地（18：00頃）

S-314S-314



3 ホテル＝石垣港＝小浜港・・・ちゅらさんの小浜島観光・・・シュガーロード・・・小浜港＝石垣港＝石垣空港＝羽田空港＝発地（20：00頃）

1 発地（４：００頃）＝羽田空港＝石垣空港＝石垣島・島内観光・石垣島鍾乳洞・エメラルドの海を
見る展望台＝川平湾（グラスボート）＝米原ヤシ林＝ホテル（泊）　＜フサキリゾート・連泊＞

2 ホテル＝石垣港＝大原港＝西表島・・・仲間川マングローブクルーズ・・・美原・・・水牛で由布島（見学・
昼食）・・・大原港＝竹富港・・・竹富島市内観光バス・・・水牛車観光・・・竹富港＝石垣港＝ホテル（泊）

［羽田空港送迎付・見学料・食事（朝2回・
昼3回・夕2回）付］

119,500円119,500円

1月22日（月）～24日（水）1月22日（月）～24日（水）
2名以上1室2名以上1室

2泊
3日

南の楽園
八重山５島周遊の旅
南の楽園
八重山５島周遊の旅

沖縄本土から南へ400キロ
石垣島・西表島・由布島・竹富島・
ちゅらさんロケ地小浜島をめぐる

沖縄本土から南へ400キロ
石垣島・西表島・由布島・竹富島・
ちゅらさんロケ地小浜島をめぐる

見どころ

S-820S-820

2泊
3日

創業享保次代の老舗　旅館中松屋に泊まる
信州の鎌倉別所温泉でのんびり温泉三昧！
創業享保次代の老舗　旅館中松屋に泊まる
信州の鎌倉別所温泉でのんびり温泉三昧！

歴史ある温泉街の別所で外湯めぐりをお楽しみください
近くには厄除け観音で有名な北向観音もございます
世界初の蜂の巣の奇作・傑作1600点がご覧いただける蜂天国へもご案内

歴史ある温泉街の別所で外湯めぐりをお楽しみください
近くには厄除け観音で有名な北向観音もございます
世界初の蜂の巣の奇作・傑作1600点がご覧いただける蜂天国へもご案内

見どころ

S-825S-825

［見学料・食事（朝２回・昼２回・夕２回）付］

3 お宿発＝新田醸造（みそ蔵見学）＝蜂天国（見学）＝東御（昼食）＝高速道＝発地（17：00頃）

1 発地（9：００頃）＝高速道＝こんにゃくパーク（見学）＝富岡（昼食）＝高速道＝別所温泉（泊）　＜旅館　中松屋・連泊＞

2 終日自由　※外湯めぐりなどお楽しみください。昼食は近くの食堂をご利用ください。

4名以上1室4名以上1室
3名1室35,000円　２名1室38,000円

2月19日（月）
～21日（水）
2月19日（月）
～21日（水）32,000円32,000円

1 発地（12：00頃）＝高速道＝善光寺（軽食）・御夕座法要・・・灯明まつり・・・表参道・・・ライトアップ～戸倉上山田温泉（泊）　＜遊子　千曲館＞

2 お宿＝新田醸造（みそ蔵見学）＝北向観音（参拝）＝きのこ村深山（昼食・しめじ狩り）＝東山
観光農園いちご狩り＝高速道＝発地（17：００頃）　※お土産にしめじ1株と花ポット２鉢付き

1泊
2日

照明デザイナー石井幹子氏監修　
善光寺灯明まつりとあま～いイチゴ狩りの旅
照明デザイナー石井幹子氏監修　
善光寺灯明まつりとあま～いイチゴ狩りの旅

レインボーブリッジや東京タワーで
有名な照明デザイナーの石井氏と
伝統ある善光寺のコラボイルミネーション企画！
幻想的な景色がご覧いただけます。

レインボーブリッジや東京タワーで
有名な照明デザイナーの石井氏と
伝統ある善光寺のコラボイルミネーション企画！
幻想的な景色がご覧いただけます。

見どころ

S-824S-824

［見学料・食事（朝1回・軽食1回・昼1回・夕1回）付］［見学料・食事（朝1回・軽食1回・昼1回・夕1回）付］

4名以上1室4名以上1室

3名1室24,000円　２名1室26,000円

2月14日（水）～15日（木）

23,000円
2月14日（水）～15日（木）

23,000円

1 発地（7：００頃）＝高速道＝SAにて自由昼食＝大内宿（見学・自由夕食）＝湯の上温泉（泊）※夜食おにぎり付　＜民宿・清水屋＞

2 お宿＝朝の大内宿（見学）＝会津鶴ヶ城（雪の公園散策・見学・自由昼食）＝高速道＝発地（17：00頃）

1泊
2日

雪灯篭約5０基と打ち上げ花火が夜空を彩る　祭典
極寒の大内宿　雪まつり　写真愛好家　必見
雪灯篭約5０基と打ち上げ花火が夜空を彩る　祭典
極寒の大内宿　雪まつり　写真愛好家　必見

国選定重要伝統的建物群保存地区の1度は見ておきたい
冬ならではの雪まつりです。全長450メートルの萱葺きの
建物が続く景色をどうぞお楽しみください。
美人専用のかまくらもございます！

国選定重要伝統的建物群保存地区の1度は見ておきたい
冬ならではの雪まつりです。全長450メートルの萱葺きの
建物が続く景色をどうぞお楽しみください。
美人専用のかまくらもございます！

見どころ

S-823S-823

［見学料・食事（朝1回・昼自由・夕自由・夜食有）付］［見学料・食事（朝1回・昼自由・夕自由・夜食有）付］

4名以上1室4名以上1室

3名1室21,000円　２名1室22,000円

2月10日（土）～11日（日）

20,000円
2月10日（土）～11日（日）

20,000円

1 発地（7：００頃）＝高速道＝諏訪（昼食）＝キッセイ文化ホール松本（コンサート見学）＝高速道＝戸倉上山田温泉（泊）　＜遊子　千曲館＞

2 お宿発＝善光寺（参拝）＝信州中野（昼食）＝農産物直売オランチェ（買物）＝高速道＝発地（18：3０頃）

1泊
2日

温泉まつり・戸倉上山田温泉に泊まる
～尺八・三味線・太鼓に民謡演歌の福田こうへいコンサート～
温泉まつり・戸倉上山田温泉に泊まる
～尺八・三味線・太鼓に民謡演歌の福田こうへいコンサート～

北の出世船・母ちゃんの浜唄・南部蝉しぐれ・
峠越え・民謡コーナー・昭和の名曲コーナー　
ゲストに岩本公美さんも出演します！

北の出世船・母ちゃんの浜唄・南部蝉しぐれ・
峠越え・民謡コーナー・昭和の名曲コーナー　
ゲストに岩本公美さんも出演します！

見どころ

S-822S-822

［見学料・食事（朝1回・昼２回・夕1回）付］

3名1室31,300円　２名1室33,300円

4名以上1室4名以上1室

平成29年12月11日（月）～12日（火）

29,300円
平成29年12月11日（月）～12日（火）

29,300円

1 発地（8：00頃）＝高速道＝記念艦三笠・三笠記念公園（見学）＝よこすかポートマーケット＝久里浜（自由昼食）＝久里
浜港～浜金谷港＝高速道＝白浜女来島温泉（泊）　＜グランドホテル太陽＞　※朝・夕バイキングプランとなります

2 ホテル＝千倉・お花狩り（花摘みは自由）＝安房神社（参拝）＝富浦・道楽園（自由昼食・買物）＝高速道＝東京湾アクアライン＝発地（17：30頃）

1泊
2日

かに食べ放題！生まぐろ食べ放題！
房総半島海の幸と春爛漫　お彼岸前のお花狩りの旅
かに食べ放題！生まぐろ食べ放題！
房総半島海の幸と春爛漫　お彼岸前のお花狩りの旅

東京湾をカーフェリーで富士山を
眺めながら楽々房総半島へ。
海の幸満載！　

東京湾をカーフェリーで富士山を
眺めながら楽々房総半島へ。
海の幸満載！　

見どころ

S-827S-827

［見学料・食事（朝1回・昼自由・夕1回）付］

4名以上1室4名以上1室

3月15日（木）～16日（金）

19,800円
3月15日（木）～16日（金）

19,800円
3名1室21,000円　2名1室23,000円

1 発地（8：００頃）＝高速道＝松本城（昼食・見学）＝石井味噌（見学）＝上諏訪温泉（泊）
＜RAKO華乃井ホテル＞

2 ホテル＝不老園（梅祭り見学）＝シャトー酒折（試飲・見学）＝一宮（昼食）＝桔梗屋（お菓子の詰め放題体験）＝高速道＝発地（17：00頃）

1泊
2日

国宝松本城と諏訪湖を眺めて
絶景の展望風呂　上諏訪温泉
国宝松本城と諏訪湖を眺めて
絶景の展望風呂　上諏訪温泉

安土桃山時代に作られた天守閣は国宝に指定されている　松本城。
別名　烏城と呼ばれています　天守閣から眺めるアルプスは絶景です
春の訪れを感じる甲府盆地の名園・梅まつりにもご案内

安土桃山時代に作られた天守閣は国宝に指定されている　松本城。
別名　烏城と呼ばれています　天守閣から眺めるアルプスは絶景です
春の訪れを感じる甲府盆地の名園・梅まつりにもご案内

見どころ

S-826S-826

［見学料・食事（朝1回・昼2回・夕1回）付］

2月25日（日）～26日（月）

24,700円
2月25日（日）～26日（月）

24,700円4名以上1室4名以上1室

3名1室25,700円　2名1室（洋室対応）24,700円

日
帰
り
日本百名山
両神山　剣ケ峰（1723M）トレッキング
日本百名山
両神山　剣ケ峰（1723M）トレッキング

古くより修験の山として
多くの修験者に愛された山
歩行時間　約4時間30分　7.5キロ

古くより修験の山として
多くの修験者に愛された山
歩行時間　約4時間30分　7.5キロ

見どころ

［環境整備入山料・入浴料込・昼食付］

S-918S-918

11月25日（土） ・ 12月6日（水） 

9,800円
11月25日（土） ・ 12月6日（水） 

9,800円
1 発地（6：3０頃）＝高速道＝道の駅龍勢会館（休憩）＝白井差登山口・・・昇龍滝・・・やまびこ橋・・・夢見平・・・
剣ケ峰（頂上）・・・白井差登山口＝両神温泉・薬師の湯（昼食・入浴・休憩）＝高速道＝発地（18：00頃）

日
帰
り
御岳山（929M）
日の出山ハイキング
御岳山（929M）
日の出山ハイキング

女性登山家　田部井淳子さんが
上京して初めて登った山
首都圏　人気の名山　
歩行時間　　約3時間　7キロ

女性登山家　田部井淳子さんが
上京して初めて登った山
首都圏　人気の名山　
歩行時間　　約3時間　7キロ

見どころ

［入浴料込・昼食付］

S-919S-919

12月16日（土） 

7,800円
12月16日（土） 

7,800円
1 発地（7：００頃）＝高速道＝滝本駅・・・御岳山ケーブルカー・・・御岳山駅・・・頂上・・・日の出山・・・クロモ岩・・・つるつる温泉（昼食・入浴）＝高速道＝発地（17：00頃）

日
帰
り

伊豆半島！駿河湾に浮かぶ雄大な富士山の雄姿を望む！

発端丈山ハイキング
伊豆半島！駿河湾に浮かぶ雄大な富士山の雄姿を望む！

発端丈山ハイキング
お待たせしました！ご好評頂きました
金目の煮付けの昼食が楽しめるハイキング
歩行時間　約2時間3０分

お待たせしました！ご好評頂きました
金目の煮付けの昼食が楽しめるハイキング
歩行時間　約2時間3０分

見どころ

［入浴料込・昼食付］

S-922S-922

1月29日（月） 

8,800円
1月29日（月） 

8,800円
1 発地（7：００頃）＝高速道＝内浦湾・・・発端丈山・・・内浦湾（昼食）＝伊豆（入浴）＝高速道＝発地（18：30頃）

日
帰
り
白銀の戦場ヶ原
スノーシューハイク
白銀の戦場ヶ原
スノーシューハイク

初心者でも参加出来ます。
美しい白銀の世界に感動！
歩行時間　約3時間

初心者でも参加出来ます。
美しい白銀の世界に感動！
歩行時間　約3時間

見どころ

［スノーシュー・ストックレンタル料・入浴料・昼食お弁当付］［スノーシュー・ストックレンタル料・入浴料・昼食お弁当付］

S-923S-923

2月4日（日） 

8,800円
2月4日（日） 

8,800円
1 発地（7：００頃）＝高速道＝戦場ヶ原・・・三本松・・・小田代原・・・湯滝＝三本松茶屋（休憩）＝日光
温泉（入浴休憩）＝高速道＝発地（18：00頃）　※雪の状況によりコースを変更いたします。

日
帰
り
高尾山（599M）
ダイヤモンド富士ハイキング
高尾山（599M）
ダイヤモンド富士ハイキング

この時期しかみられない感動！
富士山の頂上に沈む夕日
歩行時間　約2時間　
※雨天はケーブルカーが出ない為、中止となります

この時期しかみられない感動！
富士山の頂上に沈む夕日
歩行時間　約2時間　
※雨天はケーブルカーが出ない為、中止となります

見どころ

［見学料込み・昼食自由］

S-920S-920

12月23日（土） 

5,800円
12月23日（土） 

5,800円
1 発地（9：00頃）＝高速道＝高尾山駐車場・・・・TAKAO599ミュージアム（見学）・自由昼食・・・高尾駅・・・表参道コース
・・・薬王院（参拝）・・・山頂（ダイヤモンド富士見学）・・・ケーブルカー（下山）・・・駐車場＝高速道＝発地（20：00頃）

日
帰
り
三浦半島
景勝城ヶ島ハイキング
三浦半島
景勝城ヶ島ハイキング

断崖絶壁を見上げ岩礁を歩く　第2弾
歩行時間　約2時間
断崖絶壁を見上げ岩礁を歩く　第2弾
歩行時間　約2時間見どころ

［入浴料込・昼食付］

S-921S-921

1月13日（土） 

6,900円
1月13日（土） 

6,900円
1 発地（7：００頃）＝高速道＝城ヶ島大橋・・・白秋碑・・・灯台・・・馬の背洞門・・・安房埼灯台
＝三崎港うらり（買物）＝三浦半島温泉（昼食・入浴）＝高速道＝発地（18：3０頃）

健康第一
“にこにこ
ハイキング”

健康第一
“にこにこ
ハイキング”

いい旅宿泊プランいい旅宿泊プラン
ご家族・ご友人
　　みんなででかけよう！！
ご家族・ご友人
　　みんなででかけよう！！

（各宿泊施設により2名様または3名様1部屋の割増料金がかかる場合があります）
表示の宿泊施設又は同等クラスになります。

【お申し込みの御案内】

❶北本駅前　❷菖蒲町あやめ会館　❸騎西ふじアリーナ　❹加須市旧NTT前　
❺旧川里町役場　❻鴻巣市役所　※そのほかグループの場合はご相談下さい。

［ 乗 車 場 所 ］

［主要取引バス会社］島田観光バス・埼玉自動車交通・富士急行観光・ダイヤモンド観光バスなど
※記載以外のバスになる場合もございます。

●【振込先】　埼玉りそな銀行菖蒲支店　株式会社島田観光　口座番号　普 3604235

最少催行人員20名様・添乗員同行（1）

旅行内容の変更・旅行代金の変更  当社は、天災地変など当社の関与しない事由が生じた場合理由を説明して
旅行内容を変更する事があります。機関等の費用が変更になった場合代金が変更になる場合があります。

（3）

宿泊施設は、都合により同等クラスの施設に変更になる場合があります。部屋は、定員ベースになります。（6）

旅行の申込、契約の成立、旅行代金のお支払い
来店・電話等で予約の場合は、予約日より4日以内に申込金をお支払いいただきます。
旅行代金は、旅行開始日の15日前までにお支払いください。

（2）

旅行代金に含まれないもの
旅行代金に明示されていない飲食料金およびそれにともなう税、サービス料、チップ、超過手荷物料金、
電話代等の個人の諸費用、医療費、オプショナルなど。

（5）

お客様からの
旅行契約の解除

（4） 取消日（出発日を含まず）

取消料率
旅行開始後及び無連絡20～8日前

20％ 30％ 40％ 50％ 100％
7～2日前 前　日 旅行当日

2泊
3日

万座温泉でゆっくり湯治・２泊3日万座温泉でゆっくり湯治・２泊3日
乳白色の天然温泉かけ流しの湯で日頃の疲れを癒してください。
お食事はレストランで身体にやさしいバイキング形式となります。
乳白色の天然温泉かけ流しの湯で日頃の疲れを癒してください。
お食事はレストランで身体にやさしいバイキング形式となります。見どころ

S-821S-821

［見学料・食事（朝2回・昼3回・夕2回）付］

3 昼食後お宿出発＝長野原（休憩）＝高速道＝発地（17：００頃）

1 発地（8：００頃）＝高速道＝長野原（昼食）＝万座温泉（泊）　＜日進館・連泊＞

2 源泉かけ流しのにごり湯・趣の違う湯船をめぐってゆっくりお過ごしください。朝食・昼食・夕食はレストランにてバイキングとなります。

2名以上1室2名以上1室

1名1室28,000円

①平成29年12月7日（木）～9日（土）
②平成30年3月26日（月）～28日（水）

25,700円
①平成29年12月7日（木）～9日（土）
②平成30年3月26日（月）～28日（水）

25,700円


