
茨交旅行会茨交旅行会 2022年8月～11月

新型コロナウイルスの感染症に対する取り組みについて
弊社ツアーでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止並びお客様に安心してご参加いただくため、具体的に以下の対策を行っております。
①事前に『健康チェックシート』を送付し、お客様のご旅行当日の健康状態を把握させて頂きます。
②感染防止が徹底された食事施設や宿泊施設を利用させて頂きます。
③乗務員･添乗員は健康管理に留意し、業務中はマスクを着用致します。

全国旅行支援の適用について
7月21日現在、全国旅行支援の開始日程及び具体的な適用条件が未発表となります。今後開始された場合は適用になる場合があります。

茨交旅行会のツアーにご参加頂きましたお客様は【新型コロナウイルス感染症一時金
特約付き国内旅行傷害保険「コロナお守りパック 」】 に加入しており、補償の対象とな
ります。 尚、保険料につきましては、旅行代金に含みます。

【「コロナお守りパック」概要】
①国内旅行中または国内旅行が終了した日からその日を含めて14日以内に新型コロナ
ウイルス感染症を発症した場合、一時金として見舞金３万円を支払います。

②ご旅行期間中、24時間対応で救急科の専門医および看護師が、新型コロナウイルス相
談等に対応する「メディカルアシスト」付きです。

●ゆったりシート
●豪華パウダールーム
　（トイレ付き）

※日帰りコースは乗車場所によって出発日が異なります。
各コースの乗車地は下記となります。(駐車場あり、予約制)
北コース:日立南営業所･勝田営業所･浜田営業所
南コース:渡里車庫･鯉渕営業所･土浦営業所
尚、出発･到着時間は目安となり、前後する場合がございます

140余年の時を超え箱根宮ノ下にあり続ける
リニューアルの宮ノ下富士屋ホテル“花御殿”に宿泊

勝田（営）～日立南（営）～渡里車庫～鯉渕（営）～土浦
（営）（8:30頃）～横浜中華街（中華料理コースランチ）～
大磯城山公園･旧吉田茂邸（見学）～箱根温泉（15:40頃）
ホテル（9：30）～早雲山駅…ロープウェイ…大涌谷（見
学）～箱根ガラスの森美術館（見学）～鈴廣･美蔵（そば
御膳の昼食）～土浦（営） （17:15頃）～鯉渕（営）～渡里
車庫～日立南（営）～勝田（営）

１日目

2日目

神奈川県ツアーコード：SSH502

出発日 10/16（日）
11/13（日）

宿泊地：箱根温泉　箱根宮ノ下富士屋ホテル

食事条件：１日目　朝×昼〇夕〇　２日目　朝〇昼〇夕×

避暑の車山高原夏山展望リフトと諏訪大社本宮参拝
創業大正十五年 蓼科親湯温泉へ宿泊
～蓼科の恵みを『和フレンチ』でいただく～

勝田（営）～日立南（営）～渡里車庫～鯉渕（営） （7:50頃）
～軽井沢プリンスホテルウエスト（ビュッフェランチ）
～軽井沢ショッピングプラザ（ショッピング）～長門牧
場（ショッピング）～蓼科新湯温泉（16:15頃）
ホテル（9:00）～車山高原夏山展望リフト（乗車）～諏訪
大社本宮（見学）～丸井伊藤商店（昼食･見学）～鯉渕（営） 
（17:50頃）～渡里車庫～日立南（営）～勝田（営）

１日目

2日目

長野県ツアーコード：SSH628

出発日 8/30（火）・9/12（月）・29（木）

宿泊地：蓼科親湯温泉

食事条件：１日目　朝×昼〇夕〇　２日目　朝〇昼〇夕×

1泊2日 1泊2日

４名以上１室

44,800円
３名１室

46,800円
２名１室

48,800円旅行代金
おひとり様

2名以上１室

89,000円旅行代金
おひとり様

猫魔離宮でフレンチランチと
裏磐梯･桧原湖観光船乗船

紅葉の苗場ドラゴンドラ&ロープウェー
～昼食は苗場プリンスホテルにて～

勝田（営）～鯉渕（営）～渡里車庫～日立南（営）（8:30頃）
～猫魔離宮（フレンチランチ）～桧原湖観光船（乗船･紅
葉鑑賞）～日立南（営） （17:45頃）～渡里車庫～鯉渕（営）
～勝田（営）
　　　

コース

北コース
ツアーコード
SDF618

北コース
ツアーコード
SDF620

北コース
ツアーコード
SDF524

南コース
ツアーコード
SDF619

南コース
ツアーコード
SDF621

南コース
ツアーコード
SDF525

北コース
ツアーコード
SDF425

北コース
ツアーコード
SDF326

北コース
ツアーコード
SDF328

南コース
ツアーコード
SDF426

南コース
ツアーコード
SDF327

南コース
ツアーコード
SDF329

北コース
ツアーコード
SDF427

北コース
ツアーコード
SDF622

北コース
ツアーコード
SDF429

南コース
ツアーコード
SDF428

南コース
ツアーコード
SDF623

南コース
ツアーコード
SDF430

各地～苗場プリンスホテル（昼食）～苗場ドラゴンドラ＆田代ロープウェー
（乗車･見学）～各地

コース

福島県

新潟県

ツアーコード：SDF225

出発日 10/26（水）・28（金）・11/2（水）

出発日 10/11（火）・16（日）

出発日 10/8（土）・26（水）

食事条件：朝×昼〇夕×旅行代金（おひとり様）：14,000円

20名様限定！ 箱根ラリック美術館でオリエント急行ランチと
箱根の紅葉･長安寺散策

勝田（営）～日立南（営）～渡里車庫～鯉渕（営）（7：55頃）～土浦（営）
～箱根ラリック美術館（オリエント急行スペシャルランチ･見学）～
長安寺（紅葉散策）～土浦営業所～鯉渕（営） （19:40頃）～渡里車庫
～日立南（営）～勝田（営）
　　　

コース

神奈川県ツアーコード：SDF526

出発日 11/16（水）・26（土）
食事条件：朝×昼〇夕×旅行代金（おひとり様）：18,000円

食事条件：朝×昼○夕×

旅行代金（おひとり様）

13,000円

日立南営業所 （6:45頃発/19:15頃着）
勝田営業所 （7:15頃発/18:45頃着）
浜田営業所 （7:45頃発/18:15頃着）

土浦営業所 （6:25頃発/19:35頃着）
鯉渕営業所 （7:10頃発/18:50頃着）
渡里車庫 （7:45頃発/18:15頃着）

シャトー勝沼･レストラン鳥居平で
ランチ&シャインマスカット狩り

各地～シャトー勝沼･レストラン鳥居平（昼食･見学）～甲斐善光寺（参拝）～
シャインマスカット狩り（園内30分食べ放題）～各地

コース

山梨県

出発日 9/6（火）・14（水）

出発日 9/2（金）・12（月）

食事条件：朝×昼○夕×

旅行代金（おひとり様）

12,500円

日立南営業所 （6:15頃発/19:45頃着）
勝田営業所 （6:45頃発/19:15頃着）
浜田営業所 （7:15頃発/18:45頃着）

渡里車庫 （6:30頃発/19:30頃着）
鯉渕営業所 （7:05頃発/18:55頃着）
土浦営業所 （7:45頃発/18:15頃着）

横須賀軍港クルーズ乗船&
戦艦三笠と横須賀３大グルメのランチ

各地～三笠公園･戦艦三笠（見学）～横須賀TSUNAMI（横須賀3大グルメのラ
ンチ）…ヴェルニー公園･軍港クルーズ（乗船）～各地

コース

神奈川県

出発日 9/2（金）

出発日 9/1（木）

食事条件：朝×昼○夕×

旅行代金（おひとり様）

13,800円

日立南営業所 （6:20頃発/20:05頃着）
勝田営業所 （6:50頃発/19:35頃着）
浜田営業所 （7:15頃発/19:15頃着）

渡里車庫 （6:40頃発/19:50頃着）
鯉渕営業所 （7:10頃発/19:20頃着）
土浦営業所 （7:45頃発/18:45頃着）

金笛しょうゆパークと川越散策・
首都圏外郭放水路

各地～金笛しょうゆパーク（見学･買物）～川越（散策･自由昼食）～首都圏外
郭放水路･地下神殿コース（見学）～各地

コース

埼玉県

出発日 9/17（土）・11/19（土）

出発日 9/24（土）・10/29（土）

食事条件：朝×昼×夕×

旅行代金（おひとり様）

大人 　　　  8,800円
小人（小学生）  8,300円

日立南営業所 （6:25頃発/18:40頃着）
勝田営業所　（6:50頃発/18:15頃着）
浜田営業所　（7:15頃発/17:50頃着）

渡里車庫 （6:30頃発/19:00頃着）
鯉渕営業所 （7:05頃発/18:25頃着）
土浦営業所 （7:40頃発/17:55頃着）

群馬･東洋のナイアガラ吹割の滝と
ぶどう狩り

各地～吹割の滝（見学）～原田農園（昼食･ぶどう狩り）～ガトーフェスタハラ
ダ（見学･ショッピング）～各地

コース

群馬県

出発日 9/3（土）

出発日 8/31（水）

食事条件：朝×昼○夕×

旅行代金（おひとり様）

9,500円

日立南営業所 （6:30頃発/19:45頃着）
勝田営業所　（7:00頃発/19:15頃着）
浜田営業所　（7:30頃発/18:45頃着）

土浦営業所 （6:30頃発/20:00頃着）
鯉渕営業所 （7:10頃発/19:15頃着）
渡里車庫 （7:35頃発/18:45頃着）

紅葉の那須 ホテルエピナール那須の昼食と
那須ロープウェー

各地～ホテルエピナール那須（ビーフシチューの洋風ランチ）～那須ロープ
ウェー（乗車･見学）～チーズガーデン那須本店（買物）～各地

コース

栃木県

出発日 10/3（月）

出発日 10/9（日）

食事条件：朝×昼○夕×

旅行代金（おひとり様）

9,500円

日立南営業所 （8:00頃発/18:45頃着）
勝田営業所　（8:30頃発/18:15頃着）
浜田営業所　（9:00頃発/17:45頃着）

土浦営業所 （7:40頃発/19:05頃着）
鯉渕営業所 （8:25頃発/18:20頃着）
渡里車庫 （9:00頃発/17:50頃着）

各地～ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ［見学･昼食（ブッ
フェチケット付き）]～三井アウトレットパーク入間（見学）～各地

コース

埼玉県

出発日 8/28（日）・9/25（日）

出発日 8/27（土）・9/10（土）

食事条件：朝×昼○夕×
旅行代金（おひとり様）

大人 　　　12,800円
小人（小学生）  10,000円
幼児（4歳～）　9,500円

旅行代金（おひとり様）

大人 14,000円
中高生 13,500円
小人 13,000円

日立南営業所 （7:00頃発/20:05頃着）
勝田営業所 （7:25頃発/19:50頃着）
浜田営業所 （7:50頃発/19:20頃着）

渡里車庫 （7:20頃発/19:35頃着）
鯉渕営業所 （7:55頃発/19:05頃着）
土浦営業所 （8:30頃発/18:30頃着）

フリーパス付き！
富士急ハイランドフリータイム

各地～富士急ハイランド（1日フリーパス付き、フ
リータイム）～各地

コース

山梨県

出発日 8/28（日）・30（火）・9/3（土）・11（日）・17（土）・19（月・祝）・24（土） 

出発日 8/27（土）・29（月）・9/4（日）・10（土）・18（日） ・23（金・祝）・25（日）

食事条件：朝×昼×夕×

日立南営業所 （5:45頃発/21:35頃着）
勝田営業所 （6:10頃発/21:10頃着）
浜田営業所 （6:35頃発/20:45頃着）

渡里車庫 （5:55頃発/21:20頃着）
鯉渕営業所 （6:20頃発/20:55頃着）
土浦営業所 （7:00頃発/20:15頃着）

園内で使える西武園通貨3,600円分付き！
西武園ゆうえんちフリータイム

各地～西武園ゆうえんち（1日レジャー券&西武園
通貨3,600円付き、フリータイム）～各地

コース

埼玉県

出発日 8/27（土）・29（月）・9/4（日）・10（土）・18（日）・23（金・祝）・25（日）

出発日 8/28（日）・30（火）・9/3（土）・11（日）・17（土）・19（月・祝）・24（土）

食事条件：朝×昼×夕×

旅行代金（おひとり様）

大人 13,000円
小人 11,500円

日立南営業所 （6:15頃発/19:45頃着）
勝田営業所 （6:40頃発/19:20頃着）
浜田営業所 （7:05頃発/18:55頃着）

渡里車庫 （6:20頃発/19:40頃着）
鯉渕営業所 （6:55頃発/19:05頃着）
土浦営業所 （7:35頃発/18:25頃着）
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～世界遺産平泉中尊寺金色堂と厳美渓見学～
日本三大渓谷“清津峡渓谷トンネル”
越後山海の食材で旬の味覚を満喫！自家源泉の宿岩室温泉

新潟県1泊2日

食事条件：１日目　朝×昼〇夕〇
 ２日目　朝〇昼〇夕×

食事条件：１日目　朝×昼〇夕〇
 ２日目　朝〇昼〇夕×

宿泊地：岩室温泉　富士屋

各地～越後湯沢･田畑屋（昼食）～清津峡渓谷トンネル（見学）～西福寺開山堂（参拝）～岩室温泉（16：40頃）
ホテル（9：00頃）～宝山酒造（見学）～弥彦神社…弥彦山ロープウェイ••弥彦山頂••クライミングカー…弥彦神社～寺泊中央
水産（昼食･買物）～各地

１日目
2日目

2泊3日

極上のおもてなしバス『ゆいプリマ』にて巡る
通常立入禁止　高さ300m　大パノラマの夜景！
明石海峡大橋登頂ナイトツアー１泊２日

極上のおもてなしバス『ゆいプリマ』にて巡る
通常立入禁止　高さ300m　大パノラマの夜景！
明石海峡大橋登頂ナイトツアー１泊２日

集合場所：茨城空港
 6時30分

※明石海峡大橋登頂ナイトツアーは悪天候時中止になる場合がございます。その際は旅行代金の一部をご返金させて頂きます。

募集人数：12名 利用バス会社：福岡昭和タクシー（予定）

利用バス会社：神姫観光

出発日

１日目   茨城空港（7：35発）――スカイマーク183便――神戸空港（8：50着）･ゆ
いプリマ乗車～心月院（見学）～三田屋本店（黒毛和牛ロースステーキの昼
食）～兵庫陶芸美術館（鑑賞）～あわじ花さじき（花鑑賞）～明石海峡大橋
（登頂ナイトツアー）～グランシャリオ北斗七星135°（19：40頃）

２日目   ホテル（10：30発）～ベイリゾートホテル鳴門海月（和食膳の昼食）～大塚
国際美術館（名画鑑賞、滞在時間2時間半）～神戸空港（19：25発）――スカ
イマーク186便――茨城空港（20：30頃）

宿　泊：グランシャリオ北斗七星 135°
兵庫県

ツアーコード：ＳＳＨ０１７

10月21日（金）
２名１室

188,000円旅行代金
おひとり様

1泊2日

絶景のオーシャンルート青海島クルージングと角島展望台
大谷山荘に泊まる長門湯本温泉３日間
絶景のオーシャンルート青海島クルージングと角島展望台
大谷山荘に泊まる長門湯本温泉３日間

集合場所：茨城空港　9時00分

出発日

１日目   茨城空港（10：00発）――スカイマーク831便――福岡空港（11：55着）～
はねや（昼食）～太宰府天満宮（参拝）～宗像大社（参拝）～宗像市内（17：10頃）

２日目   ホテル（8：30）～門司レトロ（散策）～関門トンネル人道（散策）～湯田温泉常
磐（会席・昼食）～瑠璃光寺（参拝）～長門湯本温泉（16：00頃）

３日目   ホテル（9：00）～青海島クルージング（乗船）～元乃隅神社（見学）～西長門リ
ゾートホテル（昼食）～角島展望台（見学）～福岡空港（18：35発）――スカイ
マーク836便――茨城空港（20：10着）

宿　泊：１泊目：ロイヤルホテル宗像
 ２日目：長門湯本温泉　大谷山荘

福岡県・山口県

ツアーコード：ＳＳＨ０１８

10月18日（火）

２名以上１室

32,800円
旅行代金
おひとり様

37,300円
34,800円

8･９月

10・11月

休前日

2泊3日

４名以上１室

98,000円
３名１室

103,000円
２名１室

108,000円旅行代金
おひとり様

食事条件：１日目　朝×昼〇夕○
 ２日目　朝〇昼〇夕○
 ３日目　朝〇昼〇夕×

ツアーコード：SSH630

出発日 8/30（火）・9/8（木）・16（金）・27（火）
10/2（日）・16（日）・11/13（日）

土浦営業所（7：00頃発/18：45頃着）、鯉渕営業所（7：50頃発/18：00頃着）

南コース

ツアーコード：SSH629

出発日 8/25（木）・9/3（土）・11（日）・21（水）
10/3（月）・13（木）・27（木）・11/1（火）

日立南営業所（6：40頃発/19：30頃着）、勝田営業所（7：05頃発/19：00頃着）
浜田営業所（7：25頃発/18：30頃着）、渡里車庫（7：50頃発/18：05頃着）

北コース

ツアーコード：SSH632

出発日 8/26（金）・9/6（火）・19（月祝）
10/17（月）・11/2（水）・8（火）

鯉渕営業所（6：45頃発/18：45頃着）
土浦営業所（7：30頃発/18：00頃着）

南コースツアーコード：SSH631

出発日 8/31（水）・9/14（水）・27（火）
10/13（木）・24（月）・11/6（日）・11（金）

日立南営業所（6：15頃発/19：45頃着）、勝田営業所（6：40頃発/19：20頃着）
浜田営業所（7：05頃発/18：55頃着）、渡里車庫（7：30頃発/18：30頃着）

北コース

一千年の名湯　鳴子温泉
宮城県

1泊2日

食事条件：１日目　朝×昼〇夕〇
 ２日目　朝〇昼〇夕×

宿泊地：鳴子観光ホテル

土浦（営）～鯉渕（営）～渡里車庫～勝田（営）～日立南（営）（7：30頃）～芭蕉館（わんこそばの昼食）～中尊寺金色堂（見学）～
厳美渓（見学）～鳴子温泉（16：30頃）
ホテル（9：00）～岩下こけし資料館（見学）～鳴子峡（見学）～松島･洗心庵（昼食）…円通院（見学･散策）～日立南（営）（17：
45頃）～勝田（営）～渡里車庫～鯉渕（営）～土浦（営）

１日目

2日目

4名以上1室

31,800円
旅行代金
おひとり様

35,300円

3名1室

32,800円
36,300円

２名１室

34,800円
38,300円

8･９月

10・11月

4名以上1室

31,800円
旅行代金
おひとり様

33,800円

3名1室

33,300円
35,300円

２名１室

34,800円
36,800円

8･９月

10・11月

2名以上1室

28,800円
旅行代金
おひとり様

31,300円
日・平日

休前日

ツアーコード：SSH218

出発日

8/29（月）・9/12（月）
10/10（月祝）・11/4（金）・10（木）

祝！佐渡ヶ島の金山　世界文化遺産国内推薦決定
日本最大の離島  佐渡ヶ島2日間

新潟県

長野県

1泊2日

食事条件：１日目　朝×昼〇夕〇
 ２日目　朝〇昼〇夕×

宿泊地：佐渡加茂湖温泉　湖畔の宿　吉田家

土浦（営）～鯉渕（営）～渡里車庫～勝田（営）～日立南（営） （7：15頃）～新潟港••佐渡汽船カーフェリー••船内にてお弁当の
昼食••両津港～佐渡金山（見学）～佐渡加茂湖温泉（17：30頃･泊）
ホテル（7：50頃）～宿根木（専門ガイドによる案内付き散策）～尾畑酒造（見学）～椿茶屋（そば御膳の昼食）～両津港••佐渡
汽船カーフェリー••新潟港～日立南（営） （19：30頃）～勝田（営）～渡里車庫～鯉渕（営）～土浦（営）

１日目

2日目

ツアーコード：SSH626

出発日

8/29（月）・31（水）・9/5 （月）・14（水）
10/3（月）・25（火）・11/2（水）

上高地河童橋散策とうぐいすの湯　奥飛騨ガーデンホテル
朝市と古い町並み・飛騨高山　２日間 岐阜県・長野県1泊2日

食事条件：１日目　朝×昼〇夕〇
 ２日目　朝〇昼〇夕×

宿泊地：奥飛騨温泉　奥飛騨ガーデンホテル焼岳

各地～大王わさび農場（昼食･見学）～道の駅風穴の里（休憩）～上高地･河童橋（散策）～奥飛騨温泉（16：30頃）
ホテル（8：00頃）～高山市内（朝市･高山陣屋散策）～アルプス街道平湯（昼食）～各地

１日目
2日目

ツアーコード：SSH634

出発日 9/9（金）・10/12（水）・11/11（金） 

鯉渕営業所（6：15頃発/19：15頃着）
土浦営業所（7：00頃発/18：30頃着）

南コースツアーコード：SSH633

出発日 9/2 （金）・16（金）・11/5（土）

日立南営業所（5：25頃発/20：15頃着）、勝田営業所（5：50頃発/19：50頃着）
浜田営業所（6：15頃発/19：25頃着）、渡里車庫（6：40頃発/19：00頃着）

北コース

4名以上1室

29,800円
旅行代金
おひとり様

32,300円

3名1室

31,300円
33,800円

２名１室

33,300円
35,800円

8･９月

10・11月

35,800円 36,800円 38,800円休前日

木曽中山道の宿場町・妻籠宿を散策
大地の恵みを満喫！昼神温泉

1泊2日

食事条件：
１日目　朝×昼〇夕〇
２日目　朝〇昼〇夕×

宿泊地：昼神温泉 ユルイの宿･恵山

各地～ほうとう小作諏訪店（昼食）～岡谷蚕糸博物館シルクファクトリー（見学）～かんてんパパガーデン（見学）～昼神温泉（16：30頃）
（～8：00まで昼神朝市開催）～ホテル（9：00頃）～妻籠宿（見学）～清内路峠（休憩）～ビアンデさくら亭駒ケ根店（昼食）～各地

１日目
2日目

渓流沿いの『秘湯の一軒宿』
天下一の大露天風呂を愉しむ 宝川温泉汪泉閣

群馬県1泊2日

食事条件：
１日目　朝×昼〇夕〇
２日目　朝〇昼〇夕×

宿泊地：宝川温泉　汪泉閣

各地～谷川岳ドライブイン（昼食）～谷川岳ロープウェイ（乗車）～宝川温泉（15：40頃）
ホテル（9：00頃）～原田農園（ぶどう狩り）～吉祥寺（見学）～吹割の滝・伽羅苑（昼食･見学）～戦場ヶ原（休憩）～各地

１日目
2日目

ツアーコード：SSH312

出発日 9/14（水）
土浦営業所（8：20頃発/18：15頃着）、鯉渕営業所（9：00頃発/17：30頃着）

南コース

ツアーコード：SSH311

出発日 9/8（木）

日立南営業所（7：20頃発/19：00頃着）、勝田営業所（7：50頃発/18：30頃着）
浜田営業所（8：20頃発/18：00頃着）、渡里車庫（8：50頃発/17：30頃着）

北コース

4名以上1室

32,800円旅行代金
おひとり様

3名1室

34,800円
２名１室

35,800円

4名以上1室

35,800円旅行代金
おひとり様

3名1室

36,800円
２名１室

38,800円

頼朝･北条氏ゆかりの地を巡る　伊豆長岡温泉1泊2日

静岡県

1泊2日

食事条件：１日目　朝×昼〇夕〇
 ２日目　朝〇昼〇夕×

宿泊地：伊豆長岡温泉　ニュー八景園

日立南（営）～勝田（営）～渡里車庫～鯉渕（営） （7：30頃）～土浦（営）～伊豆フルーツパーク（昼食）～三嶋大社（参拝）～北條
寺（参拝）～鎌倉殿の13人 伊豆の国大河ドラマ館（見学）～伊豆長岡温泉（16：30頃･泊）
ホテル（8：30頃）～伊豆わさびミュージアム（買物）～箱根神社（参拝）～小田原城（見学）～鈴廣かまぼこの里（昼食）～土浦
（営）～鯉渕（営）（17：00頃） ～渡里車庫～勝田（営）～日立南（営）　

１日目

2日目

ツアーコード：SSH706

出発日

8/23（火）・27（土）・30（火）・9/3（土）・6（火）・12（月）・22（木）
10/3（月）・10（月祝）・25（火）・30（日）

ゆっくり湯治三昧！！新玉川温泉２泊３日&３泊４日
秋田県

食事条件：１日目　朝×昼弁夕〇
 ２日目　朝〇昼×夕〇（9/19は3日目も同様）
 ３日目（9/19出発分は4日目）　朝〇昼〇夕×

宿泊地：新玉川温泉

鯉渕（営）～渡里車庫～浜田（営）～勝田（営）～日立南（営）（7：45頃）～道の駅あねっこ（休憩）～新玉川温泉（16：20頃）
終日フリー（9/19出発分は3日目も終日フリー）
（9/19出発分は4日目）ホテル（9：00頃） ～道の駅あねっこ（休憩）～一関・蔵元レストラン世嬉の一（昼食） ～日立南（営）
（17：40頃）～勝田（営）～浜田（営）～渡里車庫～鯉渕（営）

１日目

3日目
2日目

ツアーコード：SSH114出発日 9/6（火）
4名以上1室

40,800円旅行代金
おひとり様

3名1室

42,300円
1名1室

53,800円
２名１室

44,800円
3泊4日 ツアーコード：SSH115出発日 9/19（月祝）

4名以上1室

52,800円旅行代金
おひとり様

3名1室

53,300円
1名1室

69,800円
２名１室

56,800円

明石海峡大橋明石海峡大橋

清津峡渓谷トンネル清津峡渓谷トンネル
鳴子峡鳴子峡

ゆいプリマバスゆいプリマバス

角島展望台角島展望台

元乃隅神社元乃隅神社

※2名1室の場合は洋室となります。

ツアーお申込み・お問合せは、専用フリーコールへ。
【営業時間  9：10～18：00（祝日を除く月曜～金曜日）】 0120-972-351

本社旅行部 029-251-3125
茨大前（営） 029-251-2334
浜　田（営） 029-231-5268
笠　間（営） 0296-72-0141
勝　田（営） 029-276-2233
那珂湊（営） 029-262-3181
太　田（営） 0294-72-2191

大　宮（営） 0295-52-1100
大　子（営） 0295-72-0428
鯉　渕（営） 029-259-2511
茨城空港（営） 0299-37-0227
神　 峰（営） 0294-87-8878
日立南（営） 0294-52-1237
土　 浦（営） 029-822-4123

旅行企画・実施
茨城県知事登録旅行業第 2-594 号
（一社）全国旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者　武田洋一　〒310-0055　茨城県水戸市袴塚 3-5-36　http：//www.ibako.co.jp/ryoko/
茨城交通株式会社

◆参加人員［最少催行人数20名（葵バスは15名）］に満たない場合はツアーを中止することがあります。座席におきましては、1人1席利用となります。 ◆バ
スの席順につきましては、弊社に一任させて頂きます。 ◆道路状況・天候等によりやむを得ない際はコースを変更する場合がございます。 ◆催行中止の場
合、出発日の14日前まで（日帰りは4日前まで）にご連絡致します。 ◆行程中は旅程管理者が、その行程を管理致します。 ◆バス会社は特に明記をしてい
ない場合、茨城交通となります。 ◆この旅行条件は2022年7月21日を基準としております。◆駐車場あり（予約制）の乗車地は日立南営業所・勝田営業
所・浜田営業所・渡里車庫・鯉渕営業所・土浦営業所となります。◆出発･到着時間は目安となり、前後する場合がございます。◆写真は全てイメージです。

国　内
の場合

旅行開始日の
20日前～8日前
旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％

旅行代金の
100％

旅行開始日の
7日前～2日前

旅行開始日の
前日

旅行開始日の
当日

開始後の解除
無連絡不参加

※日帰りの場合、旅行開始日の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。

マークのご案内 ネット申込
可能コース

添乗員
同行

バスガイド
同行

お申込みいただいた旅行の手配の為に必要な範囲内で、お客様、運送・宿泊機関等への連絡等のために、個人情報を利用させていただきます。当社の旅行商品、運送・宿泊サービス等のご案内をお客様
にお届けする為、また、これらの旅行商品及び運送・宿泊サービス等に関してお客様にアンケートをお願いするためにも、お客様の個人情報を利用させていただくことがございます。個人情報の取扱いについて

取消料 お申込み後、お客様のご都合により、お取消の場合、下記の料率で取消料を申し受けます。

※尚、お取消の際は、「旅行代金」を基準として所定の取消料を申し受けます。

裏


