
夜行で行くバスツアー
開園から閉園までの８時間
たっぷりお楽しみください。

坂井 福井（22：00）丹南 敦賀 －→ 富士急ハイランド（7：30頃着／17：00出
発）－→ 敦賀 丹南 福井（23：00頃）坂井　

15,000円
大  人
（お一人）

11,000円
中  人
（12～１７歳） 11,000円

小  人
（3～小学生）

3月16（土）・22（金）・23（土）・29（金）・30（土）設定日

夜行バスで行く
富士急ハイランド日帰り
ツアー

POINT 卒業旅行にお勧め １日フリーパス付き
１８歳未満の方は保護者の同意が必要になります

POINT 高山ではじっくり見学で、
屋台曳き揃えやからくり奉納などご覧ください。

高山に春の訪れを告げる「山王祭」は、旧高山城下町南半分の氏神様である日枝
神社（山王様）の例祭です。祭りの舞台となる安川通りの南側・上町には、「山王祭」
の屋台組の宝である屋台12台が登場。うち3台がからくり奉納を行うほか、祭行
事では賑やかな伝統芸能も繰り広げられます。

坂井 福井（7：00）大野 －→ 春の高山祭り（10：30～15：30）－→ 大野 福井
（19：00頃） 坂井

4月14（日）設定日

春の高山祭り
ゆったり見学

POINT 行楽弁当
乗換えなし室堂直行 たっぷり約４時間滞在！

POINT 都をどり 茶券付特等観覧券・都をどり特製だんご皿付

お茶券付特等観覧券にてご観覧の前にお茶席にて芸妓さんによる
お點前をお楽しみ下さい。
昼食はホテルオークラにて豪華ランチバイキングをお楽しみ下さい。

坂井 福井（8：00） 丹南 敦賀 －→  一念坂・二寧坂 周辺散策（約1時間） －
→  ホテルオークラバイキング －→  都をどり（茶券付特等観覧席） －→ 敦
賀 丹南 福井（21：00頃）坂井

15,000円
大  人
（お一人）

4月22（月）・26（金）設定日

花桃ウォークと杵原学校
きねはら

立山 雪の大谷
室堂直行バス

「軽井沢フリータイム」
夕食弁当付き

5月12（日）・19（日）・26（日）・6月2（日）

子供1,000円引
9,000円大  人

（お一人）

子供1,000円引

食事なし

町内会、婦人会、
老人会などにおすすめ！

花桃の魅力に感動です！！
吉永小百合さん主演映画「母べい」のロケが行われたことで有名。
全国で初めて国登録有形文化財に指定。昭和に戻って実際に授業体験。
１時間目は歴史（学校の歴史）２時間目は音楽♪皆さんで童謡を合唱します♪
＊懐かしい・・・揚げパンとコーヒー牛乳プレゼント

坂井 福井（7：00）丹南 敦賀 －→ 月川温泉沿い「花桃ウｵーク」→ 飯田市内
（40分食べ放題）→ 杵原学校（所要45分）（昭和に戻って実際に授業体験） 
－→ 敦賀 丹南 福井（20：00頃） 坂井

たべれま10
（４０分食べ放題）

お花見弁当付き
ホテルオークラランチバイキング

温泉・体験・味覚　木曽路リゾートを満喫していただきます。
昼食のあとは入浴、檜箸作り体験（別料金）も出来ます。
お風呂は大手旅行社のお客様アンケートで全国１位（２０１１年）を受賞しました

坂井 福井（7：00） 丹南 敦賀 －→ ホテル木曽路でバイキング（入浴や檜箸作り
体験も可能）→ 希望の方は妻籠宿へご案内 －→敦賀 丹南 福井（19：00頃）坂井

設定日

ホテル木曽路グルメ＆
温泉紀行バイキングと
入浴プラン

POINT
ホテル木曽路自慢の大浴場。入ってみればわかる、その雄大
さ！緑に囲まれたお風呂で、のんびりさっぱりしてください。
美容液のようなとろとろ湯は美肌効果も抜群です

城崎温泉は外湯めぐり発祥の地と申してもよいでしょう。
宿についたら浴衣に着がえてゲタを鳴らしてお気軽にお出かけください。

１日目 坂井 福井（9：00）丹南 敦賀 －→ 昼食弁当 → 城崎温泉 早めの到着　
　　　14：00（外湯めぐり）城崎 泊
２日目 旅館11時ゆっくり出発 －→ 出石（城下町散策・昼食は自由）丹後ちり
　　　めん歴史館 －→ 敦賀 丹南 福井（19：00）坂井

5月12（日）・19（日）・26（日）設定日

ゆったり城崎名物
「外湯めぐり」１泊２日

POINT 温泉には早めの到着１４時頃でゆっくり外湯めぐりを
お楽しみくだい。翌日も旅館を11時のゆっくり出発です。

長野県大桑村の木曽川に流れ込む、中国の九寨溝のような阿寺渓谷があります。エ
メラルドグリーンの渓谷、切り立った岩が折りなす自然の造形美が見どころです。
妻籠宿は「伝統的建造物保存地区」のひとつ、旧中山道の要衝です。

★雨天決行　但し状況をみてコース・時間を変更する場合があります。
　　　　　　初心者の方でもお楽しみいただけます。お気軽にご参加ください。

坂井 福井（7：00） 丹南 敦賀 －→  阿寺渓谷（日本の九寨溝）11:00～14:00
－→ 妻籠宿14:30～15:30 －→ 敦賀 丹南 福井（20：00頃）坂井

10,000円
大  人
（お一人）

6月1（土）設定日

　  お手軽ウォーキング！
日本の九寨溝・阿寺渓谷と
中山道妻籠宿

POINT ウォーキングの達人が2時間のハイキングコースを
ご一緒します。

子供同額

子供3,000円引

昼食弁当

行楽弁当付き

お食事 1日目昼食お弁当・夕食1回・朝食1回・2日目昼食自由食

9,900円大  人
（お一人）

子供
1,000円引

愛知県は全国有数のアサリの産地です。焼いて、お
味噌汁にして、おいしい尽くしのアサリにご家族
で舌鼓を打って下さい。
蒲郡オレンジパークにていちご狩り食べ放題です。

坂井  福井（6：00～6:30） 丹南 敦賀  －→  潮干狩り
－→ バーベキューの昼食 －→ いちご狩り －→ えびせん
共和国 －→ 敦賀  丹南 福井（20：00頃）坂井

11,000円大  人
（お一人）

子供3才以上1,000円引

蒲郡 潮干狩りといちご狩り食べ放題 POINT
昨年大人気お申し込みはお早めに！！
取ったアサリは入漁袋いっぱいまで
お持ち帰り可能（約２Kｇ）

5月3（金）・4（土）設定日

10,800円大  人
（お一人）

子供500円引 子供1,000円引 子供1,000円引

世界有数の豪雪地帯の室堂では積雪の多いときには高さ２０メートル
にもなる雪の壁が５００メートルも連なり雪の尾根郡となっています。
春の風物詩　雪の大谷ウォークをお楽しみ下さい。

敦賀・丹南 福井（7：00）坂井 －→ 立山室堂（自由散策 昼食はお弁当）雪の
大谷ウォーク・みくりが池など約４時間→ますの寿司工場 －→ 坂井 福井
（20：00頃）丹南・敦賀

4月27（土）・28（日）・5月3（金）・4（土）・5（日）設定日

10,800円大  人
（お一人）

POINT
到着後よりフリータイムたっぷり４時間
ハルニレテラス・・日常使いにも、特別な時にも、様々な
ライフスタイルをサポートする、14の個性の光るレストランや
雑貨店などが、みなさまのお越しをお待ちしております。

軽井沢にてフリータイムにてお楽しみください。
新名所星野リゾートの「ハルニレテラス」へ行くことも可能です。

敦賀・丹南・福井（6：00）坂井 －→ 軽井沢フリータイム 約４時間 アウトレッ
トでお買い物や旧軽井沢散策をお楽しみください。（昼食自由食） －→ 坂
井・福井（22：00頃）丹南・敦賀

4月27（土）・28（日）・5月3（金）・4（土）・5（日）設定日

4月27（土）・28（日）・29（月）設定日

11,800円大  人
（お一人）

   

旅行企画・実施

福井市文京7-18-28フクオカビル2F 

ホームページからのお申し込みもOK！ マリントラベル 検  索

(一 社)全国旅行業協会会員／福井県知事登録第2種152号／総合旅行業務取扱管理者　米由　誠

バスガイドさん
おすすめ！

45,000円大人（お一人）
2名1室

42,000円大人（お一人）
3名1室 39,000円大人（お一人）

4名1室以上

TEL.0776-25-0888
お申し込み・お問い合せ

営業時間 平日9:00～18:00

コース番号⑧

コース番号⑨

コース番号⑫

コース番号⑮

コース番号⑰

コース番号⑯

コース番号⑬

コース番号⑭

コース番号⑩ コース番号⑪

　　　 観覧席で見る
都をどりとホテル
オークラランチバイキング

あてら

最少催行人員：25名 
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