
日
帰
り

3月24日（土） 3月24日（土） 7,500円7,500円
春のハイキングデビューに最適！　
（歩行時間　6キロ　約2時間）
春のハイキングデビューに最適！　
（歩行時間　6キロ　約2時間）初級

1 発地（７：００頃）＝高速道＝富山イワウチワ（ハイキング）＝カタクリ山公園（ハイキング）＝道の駅馬頭
（昼食）＝まほろばの湯（入浴休憩）＝法輪寺（※桜・時間により）＝高速道＝発地（１７：３０頃）

［昼食付・入浴・入園料込み］

S-924S-924

日
帰
り

100万本のすずらんの群生と360度の大パノラマ
入笠山（1955m）ハイキング
100万本のすずらんの群生と360度の大パノラマ
入笠山（1955m）ハイキング

入笠湿原に咲き誇る高山植物とすずらんの群生
ゴンドラで楽々湿原の散策へ
入笠湿原に咲き誇る高山植物とすずらんの群生
ゴンドラで楽々湿原の散策へ

アルカリ性単純硫黄泉で源泉100％掛け流し温泉の入浴付
（歩行時間　4キロ　約2時間）
アルカリ性単純硫黄泉で源泉100％掛け流し温泉の入浴付
（歩行時間　4キロ　約2時間）

初級

1 発地（６：００頃）＝高速道＝富士見パノラマリゾートゴンドラ・・・入笠湿原・・・登山口・・・頂上・・・御所
平のお花畑・・・ゴンドラ・・・駐車場＝ゆーとろん水神の湯（入浴）＝高速道＝発地（18：00頃）

［昼食弁当・入浴付］

S-929S-929

日
帰
り
奇怪・奇峰が連なる名峰 日本百名山
瑞牆山（2230ｍ）トレッキング
奇怪・奇峰が連なる名峰 日本百名山
瑞牆山（2230ｍ）トレッキング

※集合場所は　2箇所のみとなります。
①島田観光バス車庫②北本事務所
（歩行時間　7キロ
約6時間　標高差720m）

※集合場所は　2箇所のみとなります。
①島田観光バス車庫②北本事務所
（歩行時間　7キロ
約6時間　標高差720m）

上級

1 発地（４：３０頃）＝高速道＝瑞牆山荘・・・・富士見平小屋・・・天鳥川・・・頂上・・・天鳥川・・・富士見平・・・・・山荘＝高速道＝発地（18：30頃）

［昼食弁当付］

S-930S-930

日
帰
り

3月31日（土） 3月31日（土） 8,700円8,700円

丹沢山麓 大山ハイキング丹沢山麓 大山ハイキング
関東平野にのぞんで突き出している雄大な独自峰
※残雪があるため軽アイゼンをご準備ください
（歩行時間　7キロ　約4時間）

関東平野にのぞんで突き出している雄大な独自峰
※残雪があるため軽アイゼンをご準備ください
（歩行時間　7キロ　約4時間）

中級

1 発地（６：３０頃）＝高速道＝大山駅・・・・ケーブルカー・・・・二重滝・・・・大山・・・・富士見台・・・・ケーブルカー・・・・大山駅＝厚木（入浴休憩）＝高速道＝発地（17：00頃）

［昼食弁当・入浴付］

S-925S-925

日
帰
り

4月11日（水） 4月11日（水） 6,800円6,800円

早春の鐘憧堂山・円良田湖ハイキング早春の鐘憧堂山・円良田湖ハイキング
ふるさと歩道 戦国のロマン漂う鐘憧堂山と桜の
名所　円良田湖を歩く気軽に楽しめるコースです
（歩行時間　6キロ　約3時間）

ふるさと歩道 戦国のロマン漂う鐘憧堂山と桜の
名所　円良田湖を歩く気軽に楽しめるコースです
（歩行時間　6キロ　約3時間）

初級

1 発地（７：００頃）＝道の駅はなぞの（休憩）＝寄居・・・・大正池・・・・鐘憧堂山・・・・円良田湖・・・・少林寺＝寄居（昼食・入浴）＝花園フォレスト（休憩）＝高速道＝発地（１７：００頃）

［昼食付・入浴料込み］

S-926S-926

日
帰
り

5月29日（火） 5月29日（火） 7,800円7,800円

水芭蕉咲く尾瀬ケ原ハイキング水芭蕉咲く尾瀬ケ原ハイキング
鳩待峠から山の鼻までは3.3キロ。その先行ける方は、
木道を歩いて1キロ先の水芭蕉のポイント中田代、
鳩待峠から山の鼻までは3.3キロ。その先行ける方は、
木道を歩いて1キロ先の水芭蕉のポイント中田代、

ぜひ見学してください。さらに行ける方は竜宮までチャレンジ！！
島田観光オリジナル弁当付
（歩行時間　7～10キロ　約3～4時間）

ぜひ見学してください。さらに行ける方は竜宮までチャレンジ！！
島田観光オリジナル弁当付
（歩行時間　7～10キロ　約3～4時間）

初級

1 発地（６：００頃）＝高速道＝沼田＝鳩待峠・・・尾瀬ハイキング・・・鳩待峠＝片品（入浴休憩）＝高速道＝発地（１９：００頃）

［昼食弁当・入浴付］

S-928S-928

6月13日（水） 6月13日（水） 9,300円9,300円

6月25日（月） 6月25日（月） 9,900円9,900円

日
帰
り

ニッコウキスゲの大群生が咲き誇る野反湖
八間山（1935ｍ）ハイキング
ニッコウキスゲの大群生が咲き誇る野反湖
八間山（1935ｍ）ハイキング

ニッコウキスゲが咲く野反湖周辺を
眺めながらハイキングを楽しめます
（歩行時間　約5キロ　約3時間）

ニッコウキスゲが咲く野反湖周辺を
眺めながらハイキングを楽しめます
（歩行時間　約5キロ　約3時間）

準初級

1 発地（６：００頃）＝高速道＝道の駅六合（休憩）＝野反湖・池の峠・・・・・八間山頂上・・・・富士見峠休憩所＝応徳温泉（入浴・買物）＝高速道＝発地（18：00頃）

［昼食弁当・入浴付］

白馬大雪渓と雲上のお花畑へご案内
※６本爪以上のアイゼンと
登山ヘルメットをお持ちください
（歩行時間　約16キロ　約14時間）

白馬大雪渓と雲上のお花畑へご案内
※６本爪以上のアイゼンと
登山ヘルメットをお持ちください
（歩行時間　約16キロ　約14時間）

上級

［１泊２食・昼食２弁当・入浴・見学料込み］

S-931S-931

S-934S-934

7月8日（日） 7月8日（日） 7,800円7,800円

7月30日（月） ～31日（火）7月30日（月） ～31日（火）

29,700円29,700円

日
帰
り

5月2日（水） 5月2日（水） 7,500円7,500円

日本三大奇景を体感！
妙義山石門めぐりトレッキング
日本三大奇景を体感！
妙義山石門めぐりトレッキング

憧れの北アルプス
日本百名山
白馬岳（2932ｍ）
トレッキング

憧れの北アルプス
日本百名山
白馬岳（2932ｍ）
トレッキング

初級ですが、石門巡りコースには鎖場があります
（歩行時間　4キロ　約2時間）
初級ですが、石門巡りコースには鎖場があります
（歩行時間　4キロ　約2時間）準初級

1
発地（７：００頃）＝高速道＝中之嶽駐車場・・・石門入口・・・第１石門・・・かにの横ばい・・・第２・・・
第３・・・第４・・・胎内くぐり・・・見晴らし・・・中之嶽神社・・・駐車場＝さくらの里（見学）＝妙義温泉
（入浴）＝こんにゃくパーク（試食・買物）＝高速道＝発地（１８：００頃）

［昼食弁当・入浴付］

S-927S-927

1 発地（４：００頃）＝高速道＝白馬・・・猿倉荘・・・白馬尻小屋・・・・大雪渓・・・・村営頂上・・・・山小屋＜白馬山荘＞

2 山小屋・・・白馬岳・・・三国境・・・小蓮華山・・・白馬大池荘・・・天狗原・・・栂池・・・自然園・・・・ロープウエイ・・・駐車場＝白馬温泉（入浴）＝高速道＝発地（20：00頃）

1泊
2日

みんなでゆっくりゆっくり
富士山　山頂を目指して登山します。
みんなでゆっくりゆっくり
富士山　山頂を目指して登山します。

途中山小屋で仮眠して山頂でご来光を望みましょう！途中山小屋で仮眠して山頂でご来光を望みましょう！

見どころ

島のシンボル縄文杉と白谷雲水峡・太鼓岩コース
★天候などにより内容を変更いたします。
島のシンボル縄文杉と白谷雲水峡・太鼓岩コース
★天候などにより内容を変更いたします。

ジャンボタクシーを使ってお宿から楽々登山口へご案内。
※山岳ガイドはつきません。トレッキングには添乗員が同行いたします。
ジャンボタクシーを使ってお宿から楽々登山口へご案内。
※山岳ガイドはつきません。トレッキングには添乗員が同行いたします。

見どころ

1名様参加ＯＫ

［１泊２日・見学代込・食事（朝１回・昼１回・夕１回）付］

［3泊4日・見学代込・食事（朝3回・昼2回・夕3回）付］

S-933S-933

S-932S-932

7月22日（日） ～23日（月）7月22日（日） ～23日（月）

21,800円21,800円

5月7日（月） ～
10日（木）

5月7日（月） ～
10日（木）99,900円99,900円

日本一！３７７６M
富士山に登ろう！
日本一！３７７６M
富士山に登ろう！

世界自然遺産の屋久島で
感動のトレッキング
世界自然遺産の屋久島で
感動のトレッキング

1 発地（６：００頃）＝高速道＝富士スバルライン＝５合目（自由昼食・休憩）・・・・気圧にならしながら
富士登山・・・・・８合目（泊・夕食・仮眠をとって夜中より山頂へスタート）＜太子館または白雲荘＞

2 ８合目・・・・・頂上ご来光・弁当朝食・・・・下山ルート・・・・５合目＝富士スバルライン＝紅富士の湯（入浴・昼食休憩）＝高速道＝発地（17：00頃）

3 お宿＝タクシー＝白谷雲水峡・・・・トレッキング・・・太鼓岩＝タクシー＝屋久島（泊）※歩行時間約6時間 10キロ　最終日の夜は島の郷土料理店へご案内いたします。

2 お宿（４：００頃）＝タクシー＝屋久杉自然館＝タクシー＝荒川登山口・・・・トレッキング・・・縄文杉・・・荒川登山口＝タクシー＝屋久島（泊） ※歩行時間１１時間 ２２キロ

1 発地（4：００頃）＝羽田空港＝鹿児島空港＝鹿児島港＝高速船＝宮之浦港＝屋久島（泊）＜民宿たけすぎ・３連泊＞

4 お宿＝午前中フリー時間＝宮之浦港＝高速船＝鹿児島港＝鹿児島空港＝羽田空港＝高速道＝発地（23：30頃）

1泊
2日

3泊
4日

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。

さわやか健康
ハイキング
さわやか健康
ハイキング

※等級はＳツアーにご参加の皆様の目安の級となります

1 発地（7：30頃）＝高速道＝雨引観音（参拝）＝水戸ドライブイン（昼食）＝茨城県民文化センター（コン
サート見学）＝いわき湯本温泉（泊）＜ホテル ハワイアンズ・夕食時 ビール中・ジュース１本付＞　

2 ホテル＝柏屋（休憩）＝高速道＝大洗めんたいパーク（見学）＝那珂湊（昼食・買物）＝高速道＝
発地（１７：30頃）

1泊
2日

夏の温泉まつり・増位山太志郎と市川由紀乃
演歌２人の
ビックコンサート！

夏の温泉まつり・増位山太志郎と市川由紀乃
演歌２人の
ビックコンサート！

男の背中　そんな夕子にほれました　などの
増位山の名曲と　はぐれ花　心かさねて
男の背中　そんな夕子にほれました　などの
増位山の名曲と　はぐれ花　心かさねて

などのNHK紅白歌合戦出場で人気の市川由紀乃のコンサート
ホテルハワイアンズに泊り夜は
フラガールのショー（自由席）もご覧いただけます！

などのNHK紅白歌合戦出場で人気の市川由紀乃のコンサート
ホテルハワイアンズに泊り夜は
フラガールのショー（自由席）もご覧いただけます！

見どころ

3名1室31,500円　2名1室33,500円［１泊２日・見学代込・食事（朝１回・昼２回・夕１回）付］

7月3日（火） ～4日（水）7月3日（火） ～4日（水）

29,500円29,500円4名以上1室4名以上1室

S-833S-833

1 発地（8：00頃）＝高速道＝飯山（昼食）＝高橋まゆみ人形館（見学）＝高源院（あじさい寺）＝湯田中温泉（泊）＜ホテル椿野＞

2 お宿発＝上林駐車場・・・・徒歩20分・・・地獄谷野猿公苑（見学）・・・・・徒歩20分・・・・上林駐車場＝信州フルーツランド（さくらんぼ狩り・昼食）＝高速道＝発地（18：00頃）

1泊
2日

高橋まゆみ人形館で昔懐かしい風景と
心温まるひととき。湯田中温泉の純和風旅館
おいしいお料理と最高の展望露天風呂を堪能

高橋まゆみ人形館で昔懐かしい風景と
心温まるひととき。湯田中温泉の純和風旅館
おいしいお料理と最高の展望露天風呂を堪能

大人気！世界でここだけ！地獄谷野猿公苑で温泉に入るおさるさんを見学。大人気！世界でここだけ！地獄谷野猿公苑で温泉に入るおさるさんを見学。

見どころ

［１泊２日・見学代込・食事（朝１回・昼２回・夕１回）付］

6月28日（木） ～
29日（金）

6月28日（木） ～
29日（金）28,800円28,800円 4名以上1室4名以上1室

S-832S-832

1 発地（６：００頃）＝高速道＝一関（昼食）＝陸前高田（見学）＝気仙沼港・・・・・大島港～大島（泊）＜アインスくりこ＞　

2 お宿発～大島港・・・・気仙沼港～海産物（買物）～平泉（昼食）・・・・春の藤原まつり（見学）＝高速道＝発地（21：00頃）

1泊
2日

海の幸！気仙沼ちゃんの宿 アインスくりこ
奥州藤原郷・春の藤原祭り
海の幸！気仙沼ちゃんの宿 アインスくりこ
奥州藤原郷・春の藤原祭り
プリッぷりの海の幸と仮装カラオケの大宴会！
アインスくりこで楽しいひととき
プリッぷりの海の幸と仮装カラオケの大宴会！
アインスくりこで楽しいひととき

藤原三代の栄華を偲ばせる平安絵巻の行列　義経公　東下りは必見です藤原三代の栄華を偲ばせる平安絵巻の行列　義経公　東下りは必見です

見どころ

３名様・２名様ご相談ください ［１泊２日・見学代込・食事（朝１回・昼２回・夕１回）付］

S-830S-830

5月2日（水） ～
3日（木・祝）

5月2日（水） ～
3日（木・祝）29,700円29,700円 4名以上1室4名以上1室

1 発地（８：００頃）＝高速道＝内浦湾（昼食）＝河津七滝（見学・休憩）＝下田白浜温泉（泊）＜ホテル伊豆急・連泊＞

2 ホテル発＝小室山公園（つつじ祭り・自由散策・自由昼食）＝下田白浜温泉（泊）※10：00～14：00頃観光へ

3 ホテル発＝稲取つるし端午の福まつり（見学）＝道の駅マリンタウン（昼食・買物）＝小田原（休憩）＝高速道＝発地（18：00頃着予定）

2 お宿発＝森の物産館キョロロ・・・・十二湖散策・青池（90分）＝道の駅協和（休憩・昼食）＝乳頭温泉郷（泊）＜妙乃湯＞ ※時間により鶴の湯入浴へご案内。

1 発地（５：００頃）＝高速道・弁当昼食＝黄金崎＝不老不死温泉（泊）＜不老不死温泉＞

3 お宿発＝角館武家屋敷（見学）＝高速道＝中尊寺（見学・昼食）＝高速道＝母畑温泉（泊）＜八幡屋＞

4 お宿＝山本不動尊（参拝）＝袋田の滝（昼食・見学）＝道の駅川ぷらざ（休憩）＝高速道＝発地（18：00頃）

2泊
3日

3泊
4日

目の前に広がる白い砂浜
のんびり下田温泉2泊3日
目の前に広がる白い砂浜
のんびり下田温泉2泊3日
伊豆半島　南伊豆で　潮騒を聞きながら
砂浜を散歩し、海の幸をお楽しみください。
伊豆半島　南伊豆で　潮騒を聞きながら
砂浜を散歩し、海の幸をお楽しみください。

小室山のつつじ祭りや稲取つるし端午の
福まつりへもご案内いたします。
小室山のつつじ祭りや稲取つるし端午の
福まつりへもご案内いたします。

見どころ

青森の名湯　不老不死温泉・
秋田の秘境　乳頭温泉郷
福島一の美人の湯　母畑温泉

青森の名湯　不老不死温泉・
秋田の秘境　乳頭温泉郷
福島一の美人の湯　母畑温泉

見どころ

3名1室34,700円　2名1室38,700円
［２泊３日・見学代込・食事（朝２回・昼２回・中日自由・夕２回）付］

［3泊4日・見学代込・食事（朝３回・昼３回・夕３回）付］

S-829S-829

S-835S-835

32,700円32,700円

1 発地（６：００頃）＝高速道＝分水おいらん道中（見学・自由昼食）＝高速道＝宇奈月温泉（泊）＜サン柳亭＞

2 お宿＝立山駅・・・・室堂・雪の大谷ウオーク・・・・立山駅＝立山（自由昼食）＝高速道＝発地（19：00頃）

1泊
2日
見どころ

3名1室31,700円　2名1室33,700円 ［１泊２日・見学代込・食事（朝１回・昼自由・夕１回）付］

S-828S-828

4月15日（日） ～16日（月）4月15日（日） ～16日（月）

4月24日（火） ～
26日（木）

4月24日（火） ～
26日（木）

29,700円29,700円 4名以上1室4名以上1室

1 発地（８：００頃）＝高速道＝道の駅しもごう（自由昼食）＝会津＝中田観音（参拝）＝会津大仏（見学）＝日中温泉（泊）＜ゆもとや＞　

2 お宿＝立木観音（参拝）＝道の駅西会津（休憩）＝鳥追観音（参拝・昼食）＝高速道＝発地（１７：００頃）

1泊
2日

会津三観音参拝40周年記念
鳥追・中田・立木三観音めぐりと
秘湯の宿 日中温泉

会津三観音参拝40周年記念
鳥追・中田・立木三観音めぐりと
秘湯の宿 日中温泉
別名ころり三観音といわれる奥会津の名所めぐり
三毒消滅・心が安らぎ長寿を全うし、極楽往生が出来るという観音信仰
別名ころり三観音といわれる奥会津の名所めぐり
三毒消滅・心が安らぎ長寿を全うし、極楽往生が出来るという観音信仰見どころ

２名１室２３，０００円 ［１泊２日・見学代込・食事（朝１回・昼1回・夕１回）付］

S-831S-831

❶5月17日（木） ～18日（金）
❷6月21日（木） ～22日（金）
❶5月17日（木） ～18日（金）
❷6月21日（木） ～22日（金）21,000円21,000円 3名以上1室3名以上1室

【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

みちのく大自然を感じる世界遺産
白神山地・平泉中尊寺と
温泉めぐりの旅

みちのく大自然を感じる世界遺産
白神山地・平泉中尊寺と
温泉めぐりの旅

5月14日（月） ～17日（木）5月14日（月） ～17日（木）

69,700円69,700円
※１～３名参加のお客様　お問い合わせください

4名以上1室4名以上1室

3名1室29,800円　2名1室33,800円

分水のおいらん桜まつりと
雪の大谷・立山アルペンルート
分水のおいらん桜まつりと
雪の大谷・立山アルペンルート
桜咲く　分水で優雅なおいらんの練り歩きと
標高2450m約20メートルの雪の壁ウオーク
桜咲く　分水で優雅なおいらんの練り歩きと
標高2450m約20メートルの雪の壁ウオーク

レトロなモダンを味わう！ホテル椿野に泊まる
湯田中温泉と昔懐かしい風景 高橋まゆみ人形館
レトロなモダンを味わう！ホテル椿野に泊まる
湯田中温泉と昔懐かしい風景 高橋まゆみ人形館


