
【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

3 ホテル・・・さっぽろ雪まつり（自由行動・自由昼食）＝新千歳空港＝羽田空港＝発地（21：30頃）

1 発地（５：００頃）＝羽田空港＝新千歳空港＝小樽（昼食）・小樽観光＝支笏湖氷瀑まつり＝札幌・すすきの＝ホテル（泊）＜ジャスマックプラザホテル＞

2 ホテル＝高速道＝旭山動物園（見学・自由昼食）＝高速道＝ホテル（泊）・・・札幌市内（夕食）＜ジャスマックプラザホテル＞※悪天候の場合は道央観光に変更となります。

［羽田空港送迎付・見学料・食事（朝2回・昼1回・夕1回）付］

S-102S-1022泊
3日

冬のベストシーズン！
小樽・支笏湖氷瀑まつり・
旭山動物園・さっぽろ雪まつり

冬のベストシーズン！
小樽・支笏湖氷瀑まつり・
旭山動物園・さっぽろ雪まつり

①冬は特に美しいノスタルジックな街並み小樽・ガラス装飾運河プラザ
②支笏湖ブルーの輝き・色とりどりのライトアップ氷のオブジェ氷瀑まつり
③冬になると元気になる動物たちを見学！
　シロクマ・ヒグマ・ペンギンのお散歩・キタキツネも待っています
④第７１回さっぽろ雪まつり　世界中から観光客が訪れる冬の一大イベント！
　大小さまざまな雪氷像と北海道のグルメを楽しめるブースが登場。

①冬は特に美しいノスタルジックな街並み小樽・ガラス装飾運河プラザ
②支笏湖ブルーの輝き・色とりどりのライトアップ氷のオブジェ氷瀑まつり
③冬になると元気になる動物たちを見学！
　シロクマ・ヒグマ・ペンギンのお散歩・キタキツネも待っています
④第７１回さっぽろ雪まつり　世界中から観光客が訪れる冬の一大イベント！
　大小さまざまな雪氷像と北海道のグルメを楽しめるブースが登場。

見どころ

2名以上1室2名以上1室

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-107S-107

［見学料・食事（朝2回・昼3回・夕2回）付］［見学料・食事（朝2回・昼3回・夕2回）付］

2名以上1室2名以上1室
3月24日（火）
～26日（木）
3月24日（火）
～26日（木）26,700円26,700円

1名1室29,000円

1 発地（8：00頃）＝高速道＝道の駅木更津うまくたの里（休憩）＝濃溝の滝（見学）＝和田浦WA・O！
（休憩）＝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（花つみは自由）＝カステラ工房（立寄）＝金谷港（自由昼食・買い物）＝高速道＝東京湾アクアライン＝発地（17：30頃）

1泊
2日
房総応援ツアー！
かに食べ放題！生まぐろ食べ放題！
春爛漫のお花狩りの旅

房総応援ツアー！
かに食べ放題！生まぐろ食べ放題！
春爛漫のお花狩りの旅

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！色とりどりの花の絨毯房総半島の春を感じてください
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！色とりどりの花の絨毯房総半島の春を感じてください見どころ

S-106S-106

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

4名以上1室4名以上1室
3月15日（日）
～16日（月）
3月15日（日）
～16日（月）20,000円20,000円

3名1室21,700円　２名1室23,700円

1 発地（８：００頃）＝高速道＝南湖神社（参拝）＝白河らーめん（昼食）＝だるま絵付け体験＝母畑温泉（泊）＜八幡屋＞

2 お宿発（ゆっくり出発）＝道の駅はなわ（休憩）＝袋田の滝（見学・昼食）＝高速道＝発地（18：00頃）

1泊
2日

里のぬくもり お湯のぬくもり

のんびり母畑温泉
里のぬくもり お湯のぬくもり

のんびり母畑温泉
窓から見える山里の風景にほっこり。
野趣あふれる巨石くりぬき風呂でゆっくり。
石のサウナでゴロゴロ。
阿武隈の山海の食材お料理にうんまぁ～いと舌鼓。
まったりのくつろぎのひとときをお楽しみください。

窓から見える山里の風景にほっこり。
野趣あふれる巨石くりぬき風呂でゆっくり。
石のサウナでゴロゴロ。
阿武隈の山海の食材お料理にうんまぁ～いと舌鼓。
まったりのくつろぎのひとときをお楽しみください。

見どころ

S-105S-105

4名以上1室4名以上1室
3月2日（月）
～3日（火）
3月2日（月）
～3日（火）24,000円24,000円

3名1室25,700円　2名1室27,700円 ［見学料・食事（朝１回・昼2回・夕１回）付］

1 発地（８：００頃）＝高速道＝芦野温泉（泊）＜芦野温泉ホテル＞

2 芦野温泉（入浴休憩自由昼食・休憩所にてゆっくりお過ごしください。）＝お宿（１５：００出発）＝那須（買物）＝高速道＝発地（１８：００頃）

1泊
2日
現代の湯治場・
芦野温泉に泊まる１日
現代の湯治場・
芦野温泉に泊まる１日
天然掛け流し、アルカリ高PH・水素風呂・薬草風呂
ビリビリと体の節々を刺激、腰痛・関節痛等のお客様、
芦野温泉をゆっくりのんびり体験してみませんか？

天然掛け流し、アルカリ高PH・水素風呂・薬草風呂
ビリビリと体の節々を刺激、腰痛・関節痛等のお客様、
芦野温泉をゆっくりのんびり体験してみませんか？

見どころ

S-103S-103

［入浴料・食事（朝１回・昼0回・夕１回）付］

4名以上1室4名以上1室 2月14日（金）
～15日（土）
2月14日（金）
～15日（土）20,800円20,800円

2月2日（日）
～4日（火）
2月2日（日）
～4日（火）99,000円99,000円

3名1室21,800円　２名1室21,800円　1名1室23,800円

1 発地（８：００頃）＝高速道＝三嶋大社（参拝）＝伊豆フルーツパーク（昼食）＝いちご狩り（園内食べ
放題）＝熱川温泉（泊）＜南熱川温泉しおさい館＞※夕食後、グランイルミへお出かけします

2 ホテル＝河津さくら祭り（見学）＝めんたいパーク伊豆（買物）＝内浦湾（昼食）＝沼津（買物）＝高速道＝発地（18：00頃）

1泊
2日
早春を運ぶ！河津桜と
伊豆高原のイルミネーション
早春を運ぶ！河津桜と
伊豆高原のイルミネーション
メイン会場約１キロの河津川の両側に菜の花と
淡紅色のコントラストが美しい
河津桜まつりで今年の春１番を存分に感じてください。
日本初の体験型イルミネーション！
伊豆ぐらんぱる公園のグランイルミは
全国屈指のフルカラーレーザーショーと
音楽・光の祭典です

メイン会場約１キロの河津川の両側に菜の花と
淡紅色のコントラストが美しい
河津桜まつりで今年の春１番を存分に感じてください。
日本初の体験型イルミネーション！
伊豆ぐらんぱる公園のグランイルミは
全国屈指のフルカラーレーザーショーと
音楽・光の祭典です

見どころ

S-104S-104

［見学料・食事（朝１回・昼2回・夕１回）付］

2名以上1室2名以上1室
2月24日（月・祝）
～25日（火）　
2月24日（月・祝）
～25日（火）　25,000円25,000円

1 発地（８：００頃）＝高速道＝北富士浅間神社（参拝）＝河口湖（昼食）＝ハーブ庭園旅日記（見学）
＝ワイン工場（見学）＝石和温泉（泊）＜ホテル石風＞ ※夕食時中ビール１本・ジュース１本付

2 お宿発＝YCC県民文化ホール（北島ファミリーコンサート）＝里の駅いちのみや（昼食）＝信玄の里（見学・買い物）＝高速道＝発地（18：00頃）

1泊
2日

冬の温泉まつり 山梨県 石和温泉に泊まる

～北島ファミリー演歌の祭典～
冬の温泉まつり 山梨県 石和温泉に泊まる

～北島ファミリー演歌の祭典～
原田悠里・北山たけし・大江裕 話題沸騰の北島兄弟！
（主な曲目）
恋女房・津軽の花・木曽路の女・男の出船
有明海・津軽おとこ節・大樹のように・のろま大将 など

原田悠里・北山たけし・大江裕 話題沸騰の北島兄弟！
（主な曲目）
恋女房・津軽の花・木曽路の女・男の出船
有明海・津軽おとこ節・大樹のように・のろま大将 など

見どころ

S-223S-223

［見学料・食事（朝１回・昼２回・夕１回）付］

4名以上1室4名以上1室

3名1室32,500円　２名1室34,500円

1 発地（6:00頃）＝高速道＝湾岸長島PA（自由昼食）＝二見ガ浦・・・夫婦岩（参拝）＝伊勢神宮・外宮（参拝）＝鳥羽温泉（泊）＜マリテーム海幸園＞

2 ホテル＝大漁水産（買物）＝おかげ横丁・・・伊勢神宮・内宮（参拝）・・・昼食・・・＝高速道＝発地（21：00頃）

1泊
2日 伊勢神宮参拝と
鳥羽温泉
伊勢神宮参拝と
鳥羽温泉
新元号になって初めて迎える新しい年の始まり。
皆さんで平成に思いを馳せ
令和の新しい時代に願いをかけましょう。

新元号になって初めて迎える新しい年の始まり。
皆さんで平成に思いを馳せ
令和の新しい時代に願いをかけましょう。

見どころ

S-101S-101

4名以上1室4名以上1室
1月28日（火）
～29日（水）
1月28日（火）
～29日（水）29,000円29,000円

3名1室30,000円　2名1室32,000円

冬のイルミネーション冬のイルミネーション
日
帰
り

①12月28日（土）
② 2020年 
1 月18日（土） 

S-1953S-1953

さがみ湖イルミリオンさがみ湖イルミリオン
関東三大イルミネーション認定！最大級の６００万級関東三大イルミネーション認定！最大級の６００万級

今年で11回目の開催となる
さがみ湖イルミリオンは見ているだけではない
体験型のイルミネーションリゾートとして
さらに充実した演出を楽しめます！

今年で11回目の開催となる
さがみ湖イルミリオンは見ているだけではない
体験型のイルミネーションリゾートとして
さらに充実した演出を楽しめます！

見どころ

大　人 5,500円  
小学生 4,000円　幼　児 3,000円
大　人 5,500円  
小学生 4,000円　幼　児 3,000円

［見学料込・食事自由］

1 発地（14：00頃）＝高速道＝さがみ湖（イルミリオン（見学・自由夕食）※約4時間＝高速道＝
発地（22：00頃）※駐車場近くにさがみ湖温泉うるり（日帰り入浴施設もございます：別料金）

日
帰
り

S-2004S-2004
江の島ウインターチューリップ・
相模の国 一の宮 寒川神社
江の島ウインターチューリップ・
相模の国 一の宮 寒川神社

関東三大イルミネーション！湘南の宝石と関東三大イルミネーション！湘南の宝石と

①人生の節目に訪れたい全国で唯一の八方除の神社　パワースポット
②相模湾から富士山の眺めを一望 江ノ島に早春を運ぶ
　ウインターチューリップの祭典
③江の島を彩る光と色の祭典・チューリップのライトアップは
　幻想的な会場を楽しめます。

①人生の節目に訪れたい全国で唯一の八方除の神社　パワースポット
②相模湾から富士山の眺めを一望 江ノ島に早春を運ぶ
　ウインターチューリップの祭典
③江の島を彩る光と色の祭典・チューリップのライトアップは
　幻想的な会場を楽しめます。

見どころ

［見学料込・軽食弁当付・夕食自由］

1 発地（１２：００頃）＝高速道＝寒川神社（初詣）＝江ノ島（自由散策）・・・エスカー・・・・シーキャンドル・・・サムエル
コッキング・・・ウィンターチューリップ（見学）・湘南の宝石イルミネーション（見学）＝高速道＝発地（２１：００頃）

1月16日（木） 7,500円1月16日（木） 7,500円

日
帰
り

S-2017S-2017房総半島へ行こう！
木更津アウトレットと濃溝の滝
東京ドイツ村イルミネーション

房総半島へ行こう！
木更津アウトレットと濃溝の滝
東京ドイツ村イルミネーション

①木更津アウトレットでショッピング
②パワースポット濃溝の滝を見学
③房総半島のイルミネーションスポット 東京ドイツ村

①木更津アウトレットでショッピング
②パワースポット濃溝の滝を見学
③房総半島のイルミネーションスポット 東京ドイツ村

見どころ

［見学料込・軽食弁当付］

1 発地（１０：００頃）＝高速道＝木更津アウトレット（ショッピング・散策）＝濃溝の滝（見学・散策）＝東京ドイツ村（イルミネーション）＝高速道＝発地（２１：００頃）

3月7日（土） 6,300円3月7日（土） 6,300円

日
帰
り

S-2007S-2007三ツ星いちご！ スカイベリー食べ放題と
関東三大イルミネーション！

あしかがフラワーパーク

三ツ星いちご！ スカイベリー食べ放題と
関東三大イルミネーション！

あしかがフラワーパーク
大きさ・美しさ・おいしさの三ツ星いちご
スカイベリーの30分食べ放題と
心ときめく光の花の庭・あしかがフラワーパーク

大きさ・美しさ・おいしさの三ツ星いちご
スカイベリーの30分食べ放題と
心ときめく光の花の庭・あしかがフラワーパーク

見どころ

［見学料込・軽食弁当付］

1 発地（12：30頃）＝高速道＝小山いちごの里（スカイベリー食べ放題）＝あしかがフラワーパーク（見学120分）＝道の駅はにゅう（休憩）＝発地（20：30頃）

①1月23日（木） 
②1月25日（土） 7,500円
①1月23日（木） 
②1月25日（土） 7,500円

ゆっくり冬の温泉（日帰り）ゆっくり冬の温泉（日帰り）

いい旅宿泊コースいい旅宿泊コース
（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。

日
帰
り

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

［入浴料・貸しゆかた・タオル・昼食付］

S-801S-801

8,000円8,000円

1 発地（７：３０頃）＝高速道＝芦野温泉（入浴休憩・昼食・温泉療養）＝那須（買物）＝高速道＝
発地（１８：３０頃）※添乗員は同行しません※昼食内容は季節により変更がございます

※タオル・着替えなどお持ちください。※タオル・着替えなどお持ちください。

日
帰
り

奥長瀞渓谷に映る

天然温泉・満願の湯
奥長瀞渓谷に映る

天然温泉・満願の湯
【落差15Mの滝を見ながら入る露天風呂で
 大自然の癒しの空間をお楽しみください。】
【落差15Mの滝を見ながら入る露天風呂で
 大自然の癒しの空間をお楽しみください。】

【つるつるのアルカリ温泉と薬湯がピリピリと体の節々を刺激します】【つるつるのアルカリ温泉と薬湯がピリピリと体の節々を刺激します】

［見学料・入浴料・昼食付］

S-802S-802

1月31日（金） 4,000円1月31日（金） 4,000円
1 発地（８：３０頃）＝秩父神社（参拝）＝満願の湯（入浴・自由昼食）＝花園フォレスト（買物）＝発地（17：30頃）

※タオル・着替えなどお持ちください。※タオル・着替えなどお持ちください。

日
帰
り

昭和レトロな温泉・

埼玉の玉川温泉
昭和レトロな温泉・

埼玉の玉川温泉
【地下1700メートルから湧出する
 良質な本格温泉アルカリ性単純温泉PH10.1】
【地下1700メートルから湧出する
 良質な本格温泉アルカリ性単純温泉PH10.1】

S-803S-803

1 発地（８：００頃）＝越生梅林（見学）＝うめその道の駅（休憩）＝玉川温泉（昼食・入浴休憩）＝発地（17：00頃）

［見学料・入浴料込み・昼食自由］
3月9日（月） 4,500円3月9日（月） 4,500円

①11月  8 日（金）
②11月27日（水）
③12月12日（木）  

①11月  8 日（金）
②11月27日（水）
③12月12日（木）  

④令和2年1月27日（月）
⑤令和2年2月20日（木）
⑥ 3月10日（火）  

⑦3月27日（金）⑦3月27日（金）

令和元年12月8日（日）
～9日（月）

令和元年12月8日（日）
～9日（月）30,500円30,500円

［見学料・食事（朝１回・昼１回・夕１回）付］

3 昼食後お宿出発＝長野原（休憩）＝高速道＝発地（１７：００頃）

※お花狩りは自由です。
　花により料金が異なります。
※お花狩りは自由です。
　花により料金が異なります。


