
日
帰
り

❶3月29日（木）　❷3月30日（金）　❸3月31日（土）
❹4月   1日（日）　❺4月   2日（月）　❻4月   3日（火）
❼4月   4日（水）　❽4月   5日（木）　❾4月   6日（金）
104月   8日（日）　114月   9日（月）

❶3月29日（木）　❷3月30日（金）　❸3月31日（土）
❹4月   1日（日）　❺4月   2日（月）　❻4月   3日（火）
❼4月   4日（水）　❽4月   5日（木）　❾4月   6日（金）
104月   8日（日）　114月   9日（月）

［昼食自由］

※月曜日は関宿城の
　博物館はお休みです。

お花見に行こう！
恒例の近場の名所へ
ご案内！桜・さくら・サクラ

お花見に行こう！
恒例の近場の名所へ
ご案内！桜・さくら・サクラ

3,000円3,000円大謝恩価格

1 ＜10～11のコース＞発地（9：00頃）＝埼玉農林公園（桜散策）＝道の駅はなぞの（自由
昼食）＝塙保己一・雉ケ岡城跡＝千本桜＝花園フォレスト＝発地（17：00頃）

1 ＜❶～❾のコース＞発地（９：００頃）＝加須・不動さま（参拝）＝古河総合公園＝まくらがの里
古河（自由昼食・買物）＝関宿城の桜＝幸手の権現堂＝清久さくら通り＝発地（１７：００頃）

S-315S-315

日
帰
り

❶4月10日（火）　❷4月27日（金）
❸5月23日（水）　❹6月   7日（木）
❺6月25日（月）　❺7月18日（水）

❶4月10日（火）　❷4月27日（金）
❸5月23日（水）　❹6月   7日（木）
❺6月25日（月）　❺7月18日（水）

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

7,500円7,500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（立寄）＝高速道＝発地（１８：３０頃）

S-333S-333日
帰
り

［昼食弁当付・入園料込み］

鬼無里水芭蕉を
見に行こう！
奥裾花自然園
ミニハイク

鬼無里水芭蕉を
見に行こう！
奥裾花自然園
ミニハイク

1
発地（5：00頃）＝高速道＝鬼無里（休憩）＝奥裾花観光センター・・・・自然園入り口・・・・
自然園・・・・元池・・・・今池・・・・こうみ平湿原・・・・自然園入り口・・・・奥裾花観光センター＝
高速道＝発地（19：00頃）
※こちらのコースは集合場所は、①バス車庫②北本事務所のみとなります。

S-323S-323

日
帰
り

4月14日（土） 4月14日（土） 9,800円9,800円

東北の桃源郷！花見山公園と
白河・翠楽苑の呈茶と日本最古の公園 国の史跡名勝 南湖公園
東北の桃源郷！花見山公園と
白河・翠楽苑の呈茶と日本最古の公園 国の史跡名勝 南湖公園

山一面　ピンクに染まる桃源郷花見山公園と
翠楽苑の呈茶で名園を眺めながら優雅なひととき
山一面　ピンクに染まる桃源郷花見山公園と
翠楽苑の呈茶で名園を眺めながら優雅なひととき見どころ

1 発地（7：00頃）＝高速道＝花見山公園（見学・散策）＝福島（昼食）＝南湖・翠楽苑（桜まつり呈茶と庭園散策）＝高速道＝発地（19：00頃）

S-316S-316

［昼食付・見学料込み］

日
帰
り

4月23日（月） 4月23日（月） 8,800円8,800円

ブルーの絨毯 ひたち海浜公園ネモフィラと
静峰ふるさと公園・八重桜まつり
ブルーの絨毯 ひたち海浜公園ネモフィラと
静峰ふるさと公園・八重桜まつり

空と海　そしてネモフィラのブルーの花が一体と
なる素晴らしい風景とふんわりピンクの八重桜の
やさしい花が公園を彩ります

空と海　そしてネモフィラのブルーの花が一体と
なる素晴らしい風景とふんわりピンクの八重桜の
やさしい花が公園を彩ります

見どころ

1 発地（７：００頃）＝高速道＝ひたち海浜公園（見学）＝めんたいパーク（見学）＝高速道＝静峰ふるさと公園（八重桜まつり見学）＝高速道＝発地（１８：００頃）　

S-319S-319

［昼食弁当付・見学料込］

日
帰
り

4月18日（水） 4月18日（水） 7,300円7,300円
美しいしだれ花桃が市内でお出迎え！みどり市をぐる～り観光
蔵のまちでは食べ歩きをしながら昔ながらの醤油蔵など見学します
美しいしだれ花桃が市内でお出迎え！みどり市をぐる～り観光
蔵のまちでは食べ歩きをしながら昔ながらの醤油蔵など見学します見どころ

1 発地（８：００頃）＝高速道＝小夜戸・大畑 花桃街道＝富弘美術館（見学）＝草木ダム（昼食）＝大間々蔵の
まち 食べ歩き・大間々博物館・・・醤油ソフト・・・ロールケーキ・・・焼きまんじゅう等＝高速道＝発地（18：00頃）

S-317S-317

［昼食付・見学料込み］

春爛漫 花桃街道
富弘美術館と蔵のまち 大間々食べ歩き
春爛漫 花桃街道
富弘美術館と蔵のまち 大間々食べ歩き

日
帰
り

4月20日（金） 4月20日（金） 9,800円9,800円
樹齢2000年以上の１本の滝桜。今年も素晴らしい花を
咲かせてくれるでしょうか？
白河南湖公園では神社の前の楽翁桜をご覧いただき、
翠楽苑で優雅にお茶のひととき

樹齢2000年以上の１本の滝桜。今年も素晴らしい花を
咲かせてくれるでしょうか？
白河南湖公園では神社の前の楽翁桜をご覧いただき、
翠楽苑で優雅にお茶のひととき

見どころ

1 発地（7：00頃）＝高速道＝三春の滝桜（見学）＝白河（昼食）＝南湖公園・・・神社散策・・・・翠楽苑（見学・お茶）＝高速道＝発地（18：30頃）

S-318S-318

［昼食付・見学料込み］

日本三大桜・三春の滝桜と
南湖公園・翠楽苑
日本三大桜・三春の滝桜と
南湖公園・翠楽苑

日
帰
り

4月30日（月・振休） 4月30日（月・振休） 7,900円7,900円
花と歴史の寺・都内有数の文化財建造物と古佛を
護持する古刹塩船観音は毎年すばらしいつつじの花が
境内に咲き誇ります。関東三不動の１つ・高幡不動尊と
ともにお楽しみください

花と歴史の寺・都内有数の文化財建造物と古佛を
護持する古刹塩船観音は毎年すばらしいつつじの花が
境内に咲き誇ります。関東三不動の１つ・高幡不動尊と
ともにお楽しみください

見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝塩船観音（つつじ祭り見学）＝高速道＝深大寺（昼食・散策）＝高幡不動尊（参拝・鳴龍見学）＝高速道＝発地（17：00頃）

S-321S-321

［昼食付・見学料込み］

塩船観音のつつじ祭りと
深大寺 高幡不動尊
塩船観音のつつじ祭りと
深大寺 高幡不動尊

※ちょっぴりB級グルメのおやつ付き

日
帰
り

5月9日（水） 5月9日（水） 8,800円8,800円

5月19日（土） 5月19日（土） 

9,900円9,900円

富士芝桜まつりと天空のチューリップまつり富士芝桜まつりと天空のチューリップまつり
残雪に包まれた春の富士山をバックに
首都圏最大級の80万株が咲き誇る
残雪に包まれた春の富士山をバックに
首都圏最大級の80万株が咲き誇る

花の祭典　富士芝桜と　富士山2合目に広がる大自然のパノラマ
園内に150品種約21万球の満開のチューリップがお出むかえ
花の祭典　富士芝桜と　富士山2合目に広がる大自然のパノラマ
園内に150品種約21万球の満開のチューリップがお出むかえ

見どころ

大自然を末永く保護しみなさんが
楽しみながら散策出来る自然園。
大自然を末永く保護しみなさんが
楽しみながら散策出来る自然園。

ブナの原生林に本州一の水芭蕉の大群生がお出迎えブナの原生林に本州一の水芭蕉の大群生がお出迎え

見どころ

1 発地（6：30頃）＝高速道＝富士芝桜まつり（見学）＝河口湖（昼食）＝天空のチューリップ祭りぐりんぱ（見学）＝発地（19：00頃）

S-322S-322

［昼食付・見学料込み］

日
帰
り

4月29日（日・祝） 4月29日（日・祝） 大人大人6,800円6,800円 小人小人 （４才以上）（４才以上）5,000円5,000円
３才以下無料３才以下無料

大人も子供も休日を楽しもう！
掘って！掘って！海遊び！牛込海岸潮干狩り
大人も子供も休日を楽しもう！
掘って！掘って！海遊び！牛込海岸潮干狩り

大人２kg、小人１kgまで採貝代込
潮の時間と渋滞考慮の為、朝早い出発にご協力ください。
大人２kg、小人１kgまで採貝代込
潮の時間と渋滞考慮の為、朝早い出発にご協力ください。見どころ

1 発地（６：００頃）＝高速道＝牛込海岸（潮干狩り・自由昼食）＝東京湾アクアライン海ほたるＰＡ（休憩）＝高速道＝発地（17：00頃）

S-320S-320

［昼食自由］

日
帰
り
甘い香りに誘われて・・・信州中野
バラ祭りと赤い宝石さくらんぼ狩り
甘い香りに誘われて・・・信州中野
バラ祭りと赤い宝石さくらんぼ狩り

S-328S-328

日
帰
り

5月22日（火） 5月22日（火） 8,500円8,500円

白駒池とトウゴクミツバツツジと
新緑の八千穂高原ミニハイク
白駒池とトウゴクミツバツツジと
新緑の八千穂高原ミニハイク

「ルーペの向こうには小さな地球が広がっています」
吉永小百合さんのCMで一躍有名になった白駒池は
新緑が華やかに森を彩ります

「ルーペの向こうには小さな地球が広がっています」
吉永小百合さんのCMで一躍有名になった白駒池は
新緑が華やかに森を彩ります

見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝道の駅佐久南（休憩）＝白駒池（散策）＝八千穂高原自然園・花木園（弁当昼食・散策）＝高速道＝発地（17：00頃）

S-324S-324

［昼食弁当付・見学料込み］

日
帰
り

100品種　約14000株の花ショウブまつりと下町人情あふれる
葛飾柴又散策 新しい下町のにぎわいを感じさせるバラエティ
100品種　約14000株の花ショウブまつりと下町人情あふれる
葛飾柴又散策 新しい下町のにぎわいを感じさせるバラエティ

豊かな商業施設！ソラマチタウンと世界一の電波塔東京スカイツリーからの天望へ豊かな商業施設！ソラマチタウンと世界一の電波塔東京スカイツリーからの天望へ

見どころ

1
発地（７:３０頃）＝高速道＝水元公園（花しょうぶ見学）＝しばられ地蔵（参拝）＝柴又
（昼食）・・・・帝釈天（参拝自由散策）＝東京スカイツリー（見学・ソラマチ買物）＝高速道
＝発地（19：30頃）

S-326S-326

［昼食付・見学料込み］

下町めぐり 花しょうぶ咲く
水元公園と寅さんゆかりの
葛飾柴又そぞろ歩き大都会を
天望回廊から眺める　東京スカイツリー

下町めぐり 花しょうぶ咲く
水元公園と寅さんゆかりの
葛飾柴又そぞろ歩き大都会を
天望回廊から眺める　東京スカイツリー

日
帰
り

6月8日（金） 6月8日（金） 8,900円8,900円

のんびり舟で12橋めぐり
潮来あやめ祭りと小江戸佐原の街
のんびり舟で12橋めぐり
潮来あやめ祭りと小江戸佐原の街

橋幸夫が歌う　潮来笠の
伊太郎像がお出迎え
橋幸夫が歌う　潮来笠の
伊太郎像がお出迎え

太鼓橋から眺める500種類100万本のあやめ祭り
江戸時代の情緒が残る佐原の街並み散策
太鼓橋から眺める500種類100万本のあやめ祭り
江戸時代の情緒が残る佐原の街並み散策

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

1 発地（７：00頃）＝高速道＝潮来12橋めぐり・あやめ祭り（見学）＝香取神宮（昼食・参拝）＝佐原造り酒屋・・・・街並み散策＝水の郷さわら（休憩）＝高速道＝発地（18：00頃）

S-327S-327

［昼食付・見学料込み］

日
帰
り
バラが彩る春の楽園！茨城県フラワーパークと
茨城名物 納豆博物館の工場見学
バラが彩る春の楽園！茨城県フラワーパークと
茨城名物 納豆博物館の工場見学

甘い香りにつつまれて約800品種3万株のバラが園内を
埋め尽くします　空の駅　そららにて茨城のご当地レストラン　
甘い香りにつつまれて約800品種3万株のバラが園内を
埋め尽くします　空の駅　そららにて茨城のご当地レストラン　

坂東太郎　で地産地消ヘルシーブッフェ　そして、ご当地名物ご存じおかめ納豆の
タカノフーズで納豆博士になりましょう！
坂東太郎　で地産地消ヘルシーブッフェ　そして、ご当地名物ご存じおかめ納豆の
タカノフーズで納豆博士になりましょう！

見どころ

1 発地（8：００頃）＝高速道＝茨城県フラワーパーク（バラ祭り）＝空の駅そらら（昼食・買物）＝納豆博物館・タカノフーズ（見学）＝高速道＝発地（18：00頃）

S-325S-325

［昼食付・見学料込み］

 ※苔ルーペプレゼント付き！

日
帰
り

6月16日（土） 6月16日（土） 9,300円9,300円

常陸風土記の丘 ユリ祭りと
海の幸！那珂湊と鉾田のおいし～いメロン
常陸風土記の丘 ユリ祭りと
海の幸！那珂湊と鉾田のおいし～いメロン

約5万本のスカシユリと旧石器時代からの古代展示場風土記の丘約5万本のスカシユリと旧石器時代からの古代展示場風土記の丘見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝風土記の丘（ユリ祭り見学）＝那珂湊（昼食・買物）＝めんたいパーク
（工場見学・買物）＝鉾田・メロン狩り（半分試食・１個お土産付）＝高速道＝発地（１８：００頃）

S-329S-329

［昼食付・見学料込み］

※ご当地スイーツのおやつ付き

日
帰
り

6月19日（火） 6月19日（火） 9,300円9,300円

お猿の学校！
日光さる軍団見学と千手が浜クリン草
お猿の学校！
日光さる軍団見学と千手が浜クリン草

見て遊んでふれあえる！お猿のエンターテイメントパークと
一般車両の乗り入れは禁止。静かな環境で美しい森と花畑を鑑賞。
見て遊んでふれあえる！お猿のエンターテイメントパークと
一般車両の乗り入れは禁止。静かな環境で美しい森と花畑を鑑賞。見どころ

1 発地（８：００頃）＝高速道＝日光おかき工房（休憩）＝日光さる軍団（見学）＝今市（昼食）＝菖蒲ガ浜・・・・・千手ガ浜（クリン草散策）・・・・菖蒲ガ浜＝高速道＝発地（18：00頃）

S-330S-330

［昼食付・見学料込み］

日
帰
り

6月20日（水） 6月20日（水） 9,000円9,000円

月夜野さくらんぼ狩りと
湯宿たくみの里 花の禅寺 吉祥寺
月夜野さくらんぼ狩りと
湯宿たくみの里 花の禅寺 吉祥寺

初夏のルビー　厳選されたさくらんぼ30分園内食べ放題！
梅雨の花々　あじさい咲く　たくみの里と吉祥寺
初夏のルビー　厳選されたさくらんぼ30分園内食べ放題！
梅雨の花々　あじさい咲く　たくみの里と吉祥寺見どころ

1 発地（７：００頃）＝高速道＝月夜野さくらんぼ狩り＝泰寧寺（あじさい・参拝）＝たくみの里（昼食）＝吉祥寺（見学）＝高速道＝発地（18：00頃）

S-331S-331

［昼食付・見学料込み］

日
帰
り
蔵の街栃木と出流そば 太平山のあじさい祭り蔵の街栃木と出流そば 太平山のあじさい祭り

満願寺参拝と太平山自然公園・太平山神社表参道、約1,000段の
石段両側に西洋あじさいをはじめ、額あじさい、山あじさいなど、
約2,500株が咲き競う太平山あじさい祭り

満願寺参拝と太平山自然公園・太平山神社表参道、約1,000段の
石段両側に西洋あじさいをはじめ、額あじさい、山あじさいなど、
約2,500株が咲き競う太平山あじさい祭り

蔵の街で人気の遊覧船で町並みを
眺め出流山のパワースポット
蔵の街で人気の遊覧船で町並みを
眺め出流山のパワースポット見どころ

1 発地（７：３０頃）＝高速道＝蔵の街とちぎ（山車会館・・・・巴波川遊覧船）＝出流そば（昼食）＝満願寺（参拝）＝太平山あじさい祭り（見学）＝高速道＝発地（１７：３０頃）

S-332S-332

［昼食付・見学料込み］

6月6日（水） 6月6日（水） 9,800円9,800円

見どころ

この時期だけのお楽しみ！
あま～いさくらんぼと色とりどりのバラ鑑賞！
地元の農産直売は必見です

この時期だけのお楽しみ！
あま～いさくらんぼと色とりどりのバラ鑑賞！
地元の農産直売は必見です

見どころ

1 発地（７：００頃）＝高速道＝おらんちぇ（農産直売所・買物）＝一本木公園（ばら祭り見学）＝信州フルーツランド（昼食）＝さくらんぼ狩り（園内食べ放題）＝高速道＝発地（18：30頃）

［昼食付・見学料込み］

6月9日（土） 6月9日（土） 

9,800円9,800円

6月26日（火） 6月26日（火） 7,500円7,500円

［入浴・貸しゆかた・タオル・昼食付］

2018年春・初夏号

いい旅日帰りコースいい旅日帰りコース

5月24日（木） 5月24日（木） 7,800円7,800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）2018年 春・初夏号　いい旅ご案内　保存版


