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

営業時間
のご案内

（フリーダイヤル）

会津トラベルサービス Click!
0120-246601

検 索会津トラベルサービス
会津バスグループ

※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。

食事の内容は時期によって異なります。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。　※4月以降、全国旅行支援など旅行助成金が利用できる場合は別途ご案内申し上げます。

…バスガイド同行…添乗員同行 太字…入場又は下車観光又は食事

会津トラベルサービス
会津バスグループ

1103コース

1泊2日

三ッ星「セーフティバスマーク」
取得の安心安全な会津バスで運行！

「SAFETY BUS」
（セーフティバス）マーク

1日目
若松駅前バスターミナル（6：30）▶
小江戸川越：蔵造り町並みやお菓子
横丁など散策・名物うなぎの昼食▶
草津温泉〔泊〕（16：30）
※到着後、湯畑・温泉街など自由散策で
きます。ホテルより湯畑まで徒歩4分！

昼 夕× 2日目
草津（9：00）▶
浅間酒造観光センター：地酒とお土
産ショッピング▶八ッ場ダム展望台
▶沼田市内：うどん・天ぷら食べ放題
の昼食▶寺泊：鮮魚ショッピング▶
若松駅前バスターミナル（18：20）

昼朝 ×

出発日
旅行代金 全国旅行支援補助額

大人4名1室（お一人様・税込）
お支払実額

￥32,800 ￥5,000 ￥27,800
￥29,8004/20（木）・5/29（月）

3/21（祝・火）

￥30,8006/30（金）
4月以降は旅行支援対象外です。

出発日
旅行代金 全国旅行支援補助額

大人4名1室（お一人様・税込）
お支払実額

￥37,800 ￥5,000 ￥32,800

￥34,8004/23（日）・5/21（日）
6/30（金）

3/21（祝・火）

4月以降は旅行支援対象外です。

湯畑源泉の宿に宿泊湯畑ライトアップ（ググっとぐんま写真館から転載）

川越グルメ“焼きだんご”と“おさつチップ”

1104コース

1泊2日

1日目
若松駅前バスターミナル（6：30）▶
沼津：本場のお刺身の昼食▶三島
スカイウォーク：日本最長400mの吊橋
▶修善寺：修禅寺・竹林の小径散策▶
伊東温泉〔泊〕（16：30）

昼 夕× 2日目
伊東（8：40）▶
ひものショッピング▶MOA美術館：
万華鏡の天井や、海が広がる絶景を
お楽しみください▶小田原市内：
昼食▶
若松駅前バスターミナル（18：50）

昼朝 ×
三島スカイウォーク

夕食バイキング（イメージ） MOA美術館ラヴィエ川良にて

1201コース

2泊3日

1日目
若松駅前バスターミナル
（6：30）▶
駒ヶ根：昼食▶
伊勢神宮：外宮参拝▶
鳥羽〔泊〕（17：15）

鳥羽（8：40）▶
伊勢神宮：内宮参拝▶
関市：昼食▶
京都：伏見稲荷大社▶
世界遺産 二条城▶
世界遺産 清水寺▶
京都駅前〔泊〕（17：15）

京都（8：00）▶
京都御所▶金戒光明
寺：特別拝観、会津藩
士の墓 西雲院▶京都
市内：昼食▶
若松駅前バスターミナル
（21：30）

昼 夕× 2日目 昼朝 × 3日目 昼朝 ×

￥66,800～￥69,800旅行代金（お一人様・税込）

出発日 ３名1室 2名1室
￥66,8005/21（日）、6/18（日） ￥69,800

【宿泊】1日目：鳥羽温泉郷 戸田家（和室）　夕食はバイキングとなります。
　　　2日目：リーガロイヤルホテル京都（洋室）　【運行バス会社】会津バス　※添乗員同行・バスガイド付

2日目お部屋 3日目朝食（イメージ）

伏見稲荷大社千本鳥居

伊勢神宮内宮  写真提供：神宮司庁 特別拝観記念品プレゼント

旅行の
3月まで
全国旅行
支援対象コース

当社の予算
に達し次第

終了となりま
す。4月以降

は対象外と
なります。

3月まで
全国旅行
支援対象コース

当社の予算
に達し次第

終了となりま
す。4月以降

は対象外と
なります。

【宿泊】草津温泉  喜びの宿高松（和室）　【運行バス会社】会津バス　※添乗員同行・バスガイド付
※3名1室1,000円増し、2名1室2,000円増し　※全国旅行支援利用条件：コロナウイルスワクチン3回接種済み証明書
または陰性証明書が必要です。　地域クーポン：3/21発　2,000円分付。

【宿泊】伊東温泉 ホテルラヴィエ川良（新館 和室） 夕食はバイキングとなります。　【運行バス会社】会津バス　※添乗員同行・バスガイド付
※3名1室1,000円増し、2名1室2,000円増し　※全国旅行支援利用条件：コロナウイルスワクチン3回接種済み証明書
または陰性証明書が必要です。　地域クーポン：3/21発　2,000円分付。

1日目大浴場（女湯）

1日目夕食バイキング（イメージ）
地魚解体ショー開催予定！



日帰り

1040
コース

¥11,800
旅行代金（お一人様）出発日

3/26（日）
3/30（木）
4/1（土）

浅草散策と隅田川お花見クルーズ浅草散策と隅田川お花見クルーズ浅草散策と隅田川お花見クルーズ
ぶらり下町ぶらり下町ぶらり下町

全コース、ジャンボタクシー（９名乗りチャーター）でのご手配も可能です。お気軽にお問合せ下さい。

若松駅前バスターミナル（6：20） 

▲

浅草:浅草寺・仲見世散策（自由昼食）…浅草　　（お花見クルーズ）　　お台場海浜
公園散策

▲

若松駅前バスターミナル（20：00）

隅田川お花見クルーズ（イメージ）

・検温とマスクの着用、手指消毒にご協力をお願いします。  ・37.5度以上の発熱や感染が疑われる症状のあるお客様はご参加いただけません。

春の浅草寺_写真提供：台東区

日帰り

1041
コース 果実畑の隠れ家いちごの里“ランチブッフェ”果実畑の隠れ家いちごの里“ランチブッフェ”果実畑の隠れ家いちごの里“ランチブッフェ”

幸手桜まつり　桜と菜の花の競演幸手桜まつり　桜と菜の花の競演幸手桜まつり　桜と菜の花の競演

若松駅前バスターミナル（7：30） 

▲

幸手桜まつり：菜の花、桜のトンネル

▲

いちごの里：デザートも充実の地産地消イタ
リアンランチブッフェ

▲

岩下の新生姜ミュージアム：見学、ショッピング

▲

若松駅前バスターミナル（18：00）

幸手桜まつり（イメージ）

昼× ×

いちご一会ランチビュッフェ（イメージ）

日帰り

1042
コース

※バスガイドなし・添乗員付

¥7,800
旅行代金（お一人様）出発日

4/10（月）
4/13（木）
4/16（日）

日本三大桜・三春滝桜と花見山公園、霞ヶ城公園日本三大桜・三春滝桜と花見山公園、霞ヶ城公園日本三大桜・三春滝桜と花見山公園、霞ヶ城公園
福島桜紀行福島桜紀行福島桜紀行

若松駅前バスターミナル（8：00） 

▲

三春の滝桜

▲

霞ヶ城公園：自由散策、お花見弁当付

▲

花見山公園

▲

若松駅前バスターミナル（17：00）

三春滝桜(イメージ)

昼× ×

花見山（イメージ）

日帰り

1043
コース

※バスガイドなし・添乗員付

¥7,800
旅行代金（お一人様）出発日

4/12（水）
4/15（土）
4/18（火）

東北屈指の桜の名所 白石川堤一目千本桜東北屈指の桜の名所 白石川堤一目千本桜東北屈指の桜の名所 白石川堤一目千本桜
さくら名所100選・船岡城址公園とさくら名所100選・船岡城址公園とさくら名所100選・船岡城址公園と

若松駅前バスターミナル（8：30） 

▲

船岡城址公園：お花見弁当付

▲

白石川堤一目千本桜

▲

道の駅国見あつかしの郷：ショッピング

▲

若松駅前バスターミナル（17：30）

船岡城址公園（イメージ）

昼× ×

一目千本桜（イメージ）

日帰り

1044
コース

※バスガイドなし・添乗員付

¥9,800
旅行代金（お一人様）出発日

4/18（火）
4/21（金）
4/26（水）

ひたち海浜公園ネモフィラハーモニーと那珂湊鮮魚ショッピングひたち海浜公園ネモフィラハーモニーと那珂湊鮮魚ショッピングひたち海浜公園ネモフィラハーモニーと那珂湊鮮魚ショッピング
まるで青の絨毯　まるで青の絨毯　まるで青の絨毯　

若松駅前バスターミナル（7：00） 

▲

ひたち海浜公園：ネモフィラ 一度は見たい青の絶景

▲

ひたちなか：お刺身定食の昼食
―那珂湊：鮮魚ショッピング

▲

めんたいパーク大洗：見学、ショッピング

▲

若松駅前バスターミナル（17：40）

ひたち海浜公園(イメージ)

昼× ×

ネモフィラと海と空（イメージ）

日帰り

1045
コース

※バスガイドなし・添乗員付

¥10,800
旅行代金（お一人様）出発日

4/28（金）
4/30（日）
5/3（水）

あしかがフラワーパーク大藤まつり・太田芝桜まつり・館林つつじまつりあしかがフラワーパーク大藤まつり・太田芝桜まつり・館林つつじまつりあしかがフラワーパーク大藤まつり・太田芝桜まつり・館林つつじまつり
～春の花まつりめぐり～～春の花まつりめぐり～～春の花まつりめぐり～

若松駅前バスターミナル（6：30） 

▲

太田芝桜まつり

▲

あしかがフラワーパーク：大藤弁当付

▲

館林つつじまつり

▲

若松駅前バスターミナル（18：10）

奇跡の大藤（イメージ）

昼× ×

おおた芝桜まつり（イメージ）

0120-246601（フリーダイヤル）

●ツアーの基本発着地は、会津バス㈱の若松駅前バスターミナルとなります。
●マイカーでお越しのお客様へ
　当社の駐車場はございませんので、駅前周辺の民間有料駐車場をご利用下さい。

■注意事項
①人員が最少催行人員に満たない場合は中止することもありますのでご了承ください。この場合、国内旅行においては出
発の14日前まで（日帰りは4日前まで）に、海外旅行においては出発の24日前までにご連絡いたします。

②小人～高校生は代金が明示していない場合、大人料金になります。
③3才以下の場合は特別コース以外は無料です。但し座席、食事、寝具等必要な場合は小人代金をいただきます。
④航空機利用のコース…利用予定航空会社･ANA･JAL･JTA。指定便の出発･到着空港は変更になる場合があります。
　尚、航空会社のスケジュール変更に伴い、他社便便名時刻が変更される場合がありますので最終ご案内をご確認ください。
■旅行条件基準日 ： 2023年2月1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。

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 ： 渡部　実

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
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

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
坂下営業所 会津坂下町字大道2408 （転送）☎0242（83）1444
田島営業所 南会津町中荒井字油燈下108ｰ1 ☎0241（62）0134
湖南営業所 郡山市湖南町福良字町浦83-1 ☎024（983）2321

※出発の5日前迄に、最終ご案内をお送り致しますので、乗車場所・時間をご確認下さい。

●旅程管理：添乗員、バスガイドの有無は各コース毎に記載しております。
●最少催行人員／25名（異なる場合は各コース毎に記載）
●運行バス会社／会津バス 等
●定員になり次第締め切らせていただきますのでお早めにお申込み下さい。
●バスは原則大型バスを利用しますが、お客様の人数によっては、中型又は小型バスを利用することもございます。
　予めご了承下さい。
●バス車内禁煙
●掲載コースは、継続販売コースもございますので満席、催行中止の場合もございます。
●詳しい旅行条件を説明した旅行条件書をお渡ししておりますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。

●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。

■旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。
■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。

TEL：0242ｰ24ｰ6666

ご案内とご注意

■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日前以降は上記料率となります。

■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。

国内（宿泊）
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

無　　　料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

お　申　込　金

旅行代金（お一人様）
国内の場合

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

30,000円

10万円以上

［ 駐車場案内図 ］

会津若松駅
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民間有料駐車場

●ツアーの基本発着地は、会津バス㈱の若松駅前バスターミナルとなります。
●マイカーでお越しのお客様へ
当社の駐車場はございませんので、駅前周辺の民間有料駐車場をご利用下さい。

食事なし

3月まで
全国旅行
支援対象コース

当社の予算
に達し次第

終了となりま
す。4月以降

は対象外と
なります。

3月まで
全国旅行
支援対象コース

当社の予算
に達し次第

終了となりま
す。4月以降

は対象外と
なります。

※バスガイドなし・添乗員付
※全国旅行支援利用条件：コロナウイルスワクチン3回接種済み証明
書または陰性証明書が必要です。

　地域クーポン：3/26発　1,000円付、3/30発　2,000円分付。

※バスガイドなし・添乗員付
※全国旅行支援利用条件：コロナウイルスワクチン3回接種済み証明
書または陰性証明書が必要です。

　地域クーポン：3/28発、3/31発　 2,000円分付。

出発日 旅行代金 全国旅行支援補助額
大人4名1室（お一人様・税込）

お支払実額

￥11,800
￥2,300 ￥9,500

4/1（土）
3/26（日）・3/30（木）

4月以降は
旅行支援対象外です。

出発日 旅行代金 全国旅行支援補助額
大人4名1室（お一人様・税込）

お支払実額

￥9,800
￥1,900 ￥7,900

4/2（日）
3/28（火）・3/31（金）

4月以降は
旅行支援対象外です。


