
東伊豆 北川温泉
「つるや吉祥亭」に宿泊

9月下旬～10月中旬

奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと
国営越後丘陵公園のオータムフェスティバル
10月中旬～下旬

各地 ─ 会津若松IC（6：30） ― 奥只見乗船場 　 奥只見湖遊覧船 　 銀山平 ― 道の駅ゆ
のたに深雪の里 ― 国営越後丘陵公園（コスモス祭り＆香りのばらまつり・秋） ― 道の駅
新潟ふるさと村（ショッピング） ― 会津若松IC（18：45） ─ 各地 食事（朝×・昼○・夕×）

10,400円
11,400円
12,400円
13,900円
15,900円
18,900円

9,900円
10,900円
11,900円
13,400円
15,900円
19,400円ひたち海浜公園（イメージ）ひたち海浜公園（イメージ）

ひたち海浜公園（イメージ）ひたち海浜公園（イメージ）

ひたち海浜公園（イメージ）ひたち海浜公園（イメージ）ひたち海浜公園（イメージ） お刺身定食（イメージ）お刺身定食（イメージ）

奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと
国営越後丘陵公園のオータムフェスティバル国営越後丘陵公園のオータムフェスティバル

国営越後丘陵公園／
香りのばらまつり・秋（イメージ）
国営越後丘陵公園／
香りのばらまつり・秋（イメージ）

会津若松IC（6：30） ― 奥只見乗船場 　 奥只見湖遊覧船 　 銀山平 ― 

香りのばらまつり・秋（イメージ）香りのばらまつり・秋（イメージ）香りのばらまつり・秋（イメージ）

国営越後丘陵公園／
コスモス祭り（イメージ）
国営越後丘陵公園／
コスモス祭り（イメージ）

国営越後丘陵公園のオータムフェスティバル国営越後丘陵公園のオータムフェスティバル国営越後丘陵公園のオータムフェスティバル
10月中旬～下旬

国営越後丘陵公園／国営越後丘陵公園／国営越後丘陵公園／
香りのばらまつり・秋（イメージ）香りのばらまつり・秋（イメージ）香りのばらまつり・秋（イメージ）香りのばらまつり・秋（イメージ）香りのばらまつり・秋（イメージ）香りのばらまつり・秋（イメージ）

奥只見湖遊覧船（イメージ）奥只見湖遊覧船（イメージ）

G122コース

1泊2日 伊豆半島、自然と歴史とグルメの旅
各地 ─ 会津若松IC（6：30） ─ 沼津ぐるめ街道の駅・竜宮海鮮市場（昼食） ─ 伊豆のわさび屋（買物）―"伊
豆の小京都"修善寺：竹林の小径（散策）・修禅寺（参拝）―北川温泉（泊）（16：45）

1
日
目 食事（朝×・昼○・夕○）

北川温泉（8：20） ─ 伊東：ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン・城ヶ崎つり橋 ─ いろり海
産（干物ショッピング） ─ 熱海：ミカン狩り（30分間食べ放題） ─ 真鶴（昼食）― 会津若松IC（19：15） ─ 各
地

２
日
目 食事（朝○・昼○・夕×）

【宿泊】つるや吉祥亭（和室）
※つるや吉祥亭の館内にはエスカレータ、エレベータはございません。予めお含みおき下さい。

弘法大師ゆかりの古刹「修禅寺」を参拝

金目鯛釜飯御膳

真鶴の新鮮な海の幸をどうぞ！

「黒根岩風呂」も無料で入浴可能です「黒根岩風呂」も無料で入浴可能です天ぷら食べ放題！

奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと

（イメージ）（イメージ）
（一日目昼食・イメージ）（一日目昼食・イメージ）

金目鯛釜飯御膳 （二日目昼食・イメージ）（二日目昼食・イメージ）

海を眺めながらのミカン狩り（食べ放題）

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。　※お部屋割りについてはご相談下さい。

出発日出発日出発日出発日

各コースの時間は標準時間です。出発時間の変更などご希望を承りますので、お気軽にお問合せ下さい。※2～3名様でご参加をご希望される場合、ご相談下さい。

□平　日／午前9：00～午後5：30
□土曜日／午前9：00～午後12：20
□日・祝日は休日になっております。

営業時間
のご案内

TEL
会津トラベルサービス Click!

0242-24-6666
検 索会津トラベルサービス

会津バスグループ

ジャンボタクシーでご自宅までお迎え!!

チャーター旅行プランチャーター旅行プラン 2019 秋号

ハイグレ
ード・ジャンボタクシーも承ります

［追加料金］ お1人様1,000円
ビジネスクラスのようなハイグレードで安らぎのある空間でお寛ぎ頂けます。

1グループでのチャーター（貸切）なので和気あいあい

ゆったり行程で極上気分

4

5

ドア to ドアでラクラク♪

信頼の「あいづタクシー」乗務員がご案内

走行中の休憩タイムは自由自在♪

ご自宅の玄関先までお迎え、集合場所への移動なしだから特別気分。

ベテラン乗務員が心をこめて同行し、観光地までご案内いたします。

気の合う仲間や、ご家族同士で気楽にお楽しみいただけます。

余裕を持った行程ですのでゆったり気分で“旅”をお楽しみいただけます。

チャーターだからお客様のご都合に合わせた休憩タイムが可能です。

1

2

3

（イメージ）（イメージ）

弘法大師ゆかりの古刹「修禅寺」を参拝

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデンを見学

旅行代金（お一人様）1台当りご乗車人数

9名

8名

7名

6名

5名

4名

G033コース

日帰り

出発日

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。

旅行代金（お一人様）1台当りご乗車人数

9名

8名

7名

6名

5名

4名

G032コース

日帰り

出発日

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。

各地 ─ 会津若松IC（6：40） ― ひたち海浜公園（コキア観賞） ― 那珂湊
（鮮魚ショッピング・お刺身定食の昼食） ― かねふくめんたいパーク大洗
（ショッピング） ― 会津若松IC（17：30） ─ 各地 食事（朝×・昼○・夕×）

あいづタクシーのベテラン乗務員が自信をもってオススメします

真っ赤に染まるひたち海浜公園のコキアと
那珂湊鮮魚ショッピング

※2/8～3/31はお一人様3,000円の追加となります。
※休前日はお一人様5,000円の追加となります。

19/10/1～20/4/24
（除外日：12/21～1/6）

4～5名
4名
4名
3名
3名
5名
4名

旅行代金（お一人様）1部屋人員1台当りご乗車人数

9名
8名

7名

6名
5名

4名

32,900円
35,900円
38,900円
39,900円
43,900円
47,900円
55,900円

奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと

真鶴の新鮮な海の幸をどうぞ！

奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと奥只見湖遊覧船・絶景の紅葉クルーズと

（イメージ）（イメージ）（イメージ）

G033コース

日帰り
真っ赤に染まるひたち海浜公園のコキアと

「干物の詰め合わせ」プレゼント！



11月上旬～中旬

10月下旬～11月中旬

偕楽園もみじ谷、茨城県立歴史館いちょうまつりと
那珂湊鮮魚ショッピング＆お刺身定食
11月中旬～下旬

各地 ─ 会津若松IC（7：30） ― かねふくめんたいパーク大洗（ショッピング） ― 那珂湊（鮮
魚ショッピング・お刺身定食の昼食） ― “茨城県の紅葉穴場スポット”偕楽園（もみじ谷） ― 
茨城県立歴史館（いちょうまつり） ―  会津若松IC（18：40） ─ 各地 食事（朝×・昼○・夕×）

9,400円
10,400円
11,400円
12,900円
15,400円
18,900円

10,400円
11,400円
12,900円
14,400円
16,900円
19,900円

10月中旬～11月上旬
9,400円

10,400円
11,900円
13,400円
15,900円
18,900円

9,900円
10,900円
11,900円
13,400円
15,900円
19,400円

食事（朝×・昼　　　　・夕×）

安達ケ原曼殊沙華まつり（イメージ）安達ケ原曼殊沙華まつり（イメージ）

トマト狩り体験トマト狩り体験

食事（朝×・昼　　　　・夕×）

安達ケ原曼殊沙華まつり（イメージ）安達ケ原曼殊沙華まつり（イメージ）安達ケ原曼殊沙華まつり（イメージ） 古関裕而記念館にて古関裕而記念館にて

ビュッフェ

那須ロープウェイ（イメージ）那須ロープウェイ（イメージ）那須ロープウェイ（イメージ）那須ロープウェイ（イメージ）那須ロープウェイ（イメージ） 那須フラワーワールド（イメージ）那須フラワーワールド（イメージ）

食事（朝×・昼　　　　・夕×）バイキング

那須森のビール園那須森のビール園

10月中旬
鳴子峡（イメージ）鳴子峡（イメージ）

11月上旬10月中旬～11月上旬
鳴子峡（イメージ）鳴子峡（イメージ）鳴子峡（イメージ） 南陽の菊まつり（イメージ）南陽の菊まつり（イメージ）

銀山温泉銀山温泉

900円

松島／円通院（イメージ）松島／円通院（イメージ）

400
900
900

400円
900円
900円 松島／円通院（イメージ）松島／円通院（イメージ）松島／円通院（イメージ）

画像提供：（一社）松島観光協会

銀山温泉銀山温泉銀山温泉

尾花沢市観光物産協会提供 （イメージ）（イメージ）
松島／円通院（イメージ）松島／円通院（イメージ）松島／円通院（イメージ）
画像提供：（一社）松島観光協会 （イメージ）（イメージ）（イメージ）

生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題

10月下旬～11月中旬

生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題生まぐろ食べ放題

カンカン蒸し牡蠣
（イメージ）

カンカン蒸し牡蠣
（イメージ）

11月上旬～中旬

弥彦公園もみじ谷（イメージ）弥彦公園もみじ谷（イメージ）

寺泊魚の市場通りにて寺泊魚の市場通りにて

中旬11月上旬～中旬

弥彦神社
／菊まつり（イメージ）

弥彦神社
／菊まつり（イメージ）

各地 ─ 会津若松IC（7：30） ― かねふくめんたいパーク大洗
魚ショッピング・お刺身定食の昼食） ― “茨城県の紅葉穴場スポット”
茨城県立歴史館（いちょうまつり） ― 会津若松IC

 ― 
 ― 

偕楽園／もみじ谷（イメージ）偕楽園／もみじ谷（イメージ）偕楽園／もみじ谷（イメージ）偕楽園／もみじ谷（イメージ）偕楽園／もみじ谷（イメージ）

那珂湊にて那珂湊にて那珂湊にて那珂湊にて那珂湊にて

茨城県立歴史館／いちょうまつり茨城県立歴史館／いちょうまつり

那珂湊鮮魚ショッピング＆お刺身定食那珂湊鮮魚ショッピング＆お刺身定食
11月中旬～下旬～下旬～

茨城県立歴史館／いちょうまつり茨城県立歴史館／いちょうまつり茨城県立歴史館／いちょうまつり

（イメージ）（イメージ）

お　申　込　金
旅行代金（お一人様）

旅行代金全額
1万円未満

6,000円
1万円以上3万円未満

12,000円
3万円以上6万円未満

20,000円
6万円以上10万円未満

取　消　日

取 消 料 率

旅行開始の日前日から起算してさかのぼって
21日前まで 20日～8日前まで 7日～2日前まで

旅 行 開 始
前 　 日

旅 行 開 始
当 　 日

旅行開始後又は
無連絡不参加

0％ 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

■この旅行は会津トラベルサービス株式会社（以下「当社」という）が旅行を企画して実施するものであり、お客
様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、契約の内容・条件は、
各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件、出発前にお渡しする確定書面（行程ご案内）及び当
社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申込及び契約成立
　●当社所定の申込書に所定事項を記入し、申込日の７日以内に下記のお申込金（又は全額）を添えてお申込
みください。旅行契約は、当社がお申込金を受理した時に成立致します。また出発日の21日前までに残金を
お支払いください。

■お申込金（お一人様）

お申し込みいただく際に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きに関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 ■お問い合わせ・お申し込みは

本社／福島県会津若松市白虎町227番地（バスターミナル2F）
総合旅行業務取扱管理者：川畑　宏

会津トラベルサービス株式会社
会津バスグループ

旅行企画・実施

TEL：0242ｰ24ｰ6666

喜多方営業所 喜多方市字町田8285-1
（転送）☎0241（24）4455

野沢営業所 西会津町野沢字下小屋乙3178
☎0241（45）3130

田島営業所 南会津町中荒井字油燈下108ｰ1
☎0241（62）0134

坂下営業所 会津坂下町字大道2408
（転送）☎0242（83）1444

湖南営業所 郡山市湖南町福良字町浦83-1
☎024（983）2321

福島県知事登録旅行業第2-62号　一般社団法人全国旅行業協会正会員　一般社団法人福島県旅行業協会正会員

お客様担当者名

〈国内旅行傷害保険のおすすめ〉 安心してご旅行をして頂くため、お客様ご自身で保険をかけられる事をおすすめ致します。詳しくはお問合せ下さい。

■取消料　旅行の契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただきます。
　　　　　尚、複数人数のご参加で一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

※日帰りの場合、旅行開始の10日前～8日前は旅行代金の20％、7日以降は上記料率となります。
■旅行条件基準日 ： 2019年7月24日現在　■その他の事項については観光庁認可の当社「旅行業約款」によります。　■旅行代金には諸税・サービス料が
含まれております。　■旅程管理：タクシープランのため、添乗員･バスガイドは同行致しません。　●最少催行人員／4名（異なる場合は各コース毎に記載）
■個人情報の取扱い　お申し込みいただいた旅行の手配の為に必要な範囲内での運送・宿泊機関等その他へ個人情報利用させていただきます。よりよい旅行
商品の開発や旅行の案内をお客様にお届けするために必要最小限の範囲で個人情報を利用させていただきます。

国内旅行お申込みのご案内　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込み下さい。

※ご注意：発着時間、コース等は道路状況により変更になることがございます。　※お客様の安全の為、走行中は必ずシートベルトを着用下さい。…入場観光 太字…下車観光又は食事
※紅葉や花の時期は年ごとの気象条件その他によって前後いたしますので、必ずしも見頃とは限りません。天候によっては掲載写真と同様の景観がご覧頂けない場合もございます。予めお含みおきください。

旅行代金（お一人様）1台当りご乗車人数

9名

8名

7名

6名

5名

4名

10,900円
11,900円
12,900円
13,900円
15,900円
18,900円

G035コース

日帰り

出発日

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。

天空からの紅葉狩り！秋の那須ロープウェイ、
那須フラワーワールドと森のビール園バイキング
10月上旬～中旬

各地（6：30） ― 　那須ロープウェイ ― 那須フラワーワールド ― 那須森のビー
ル園（バイキング） ― お菓子の城 那須ハートランド（ショッピング） ― チーズガ
ーデン那須本店（ショッピング） ―  各地（16：30） 

旅行代金（お一人様）1台当りご乗車人数

9名

8名

7名

6名

5名

4名

9,900円
10,900円
11,900円
13,400円
15,900円
19,400円

G034コース

日帰り

出発日

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。

～2020年朝ドラの主人公、古関裕而の記念館も訪問～
トマト狩り・ビュッフェランチと安達ケ原曼殊沙華まつり
9月中旬～10月上旬

各地 ─ 会津若松IC（7：30） ― “2020年朝ドラの主人公”福島市古関裕而記念館 ― 二本松市：安達ケ
原ふるさと村（曼殊沙華まつり） ― いわき市：ワンダーファーム（ビュッフェランチとトマト狩り体験） 
― いわき・ら・らミュウ（ショッピング） ―  会津若松IC（18：15） ─ 各地

旅行代金（お一人様）1台当りご乗車人数

9名

8名

7名

6名

5名

4名

G039コース

日帰り

出発日

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。

秋の松島散策、塩釜鮮魚ショッピングと
生マグロ又はカンカン蒸し牡蠣食べ放題！

旅行代金（お一人様）1台当りご乗車人数

9名

8名

7名

6名

5名

4名

G038コース

日帰り

出発日

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。

各地 ─ 会津若松IC（7：30） ― 弥彦公園（もみじ谷） ― 弥彦神社（菊まつり） ― 
寺泊魚の市場通り（鮮魚ショッピング、お刺身定食の昼食） ― 道の駅・新潟ふる
さと村（ショッピング） ―  会津若松IC ─ 各地（17：00）食事（朝×・昼○・夕×）

旅行代金（お一人様）1台当りご乗車人数

9名

8名

7名

6名

5名

4名

G037コース

日帰り

出発日

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。　※仲卸市場：毎週水曜定休日

各地 ─ 会津若松IC（7：40） ― 塩釜水産物仲卸市場（鮮魚ショッピング） ― 武田の笹
かまぼこ（カンカン蒸し牡蠣又は生マグロ食べ放題） ― 松島：観欄亭 … 円通院 … 松
島観光物産館（ショッピング） ―  会津若松IC（17：45） ─ 各地 食事（朝×・昼○・夕×）

断崖絶壁の渓谷美！紅葉の鳴子峡、
南陽の菊祭りと秋の銀山温泉散策

旅行代金（お一人様）1台当りご乗車人数

9名

8名

7名

6名

5名

4名

G036コース

日帰り

出発日

※上記時間は標準時間です。出発時間等ご相談下さい。

各地（7：00） ― 南陽市中央花公園（“菊花展鉢数約1200鉢が飾られる”南陽
の菊まつり） ― 山形観光物産会館（ショッピング） ― 大正ろまん館（昼食） 
― 銀山温泉（散策） ― 鳴子峡 ―  各地（18：30） 食事（朝×・昼○・夕×）

新潟三大紅葉の一つ！弥彦公園もみじ谷、
弥彦神社の菊まつりと寺泊鮮魚ショッピング


